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○「オンライン花まつり子ども大会」を開催しました
５月３日（火/祝）に、
「天上天下唯我独尊～あなた
はあなたのままでいいんだよ～」をテーマとして、
「オ
ンライン花まつり子ども大会」を開催いたしました。
当日は、子ども１１８名、大人６４名、スタッフ１５
名の方に参加いただきました。大谷会館講堂を配信会
場とし、参加者にご協力いただいたリレー形式のお勤
め動画や、レクリエーション動画（事前収録・生中継）
の配信を行い、お釈迦さまのご誕生をお祝いしました。

花まつりスタッフ

○「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」について
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 兼 教区同朋大会」を開催しました。午前中には帰敬式が執行され、７９名の方
が受式されました。また、午後からの大会では、講師に伊藤 元 師をお迎えし、
「南無阿弥陀
仏 人と生まれたことの意味をたずねていこう －真の朋友との値遇を求めて－」というテーマ
のもと、記念講演をいただきました。当日は、３５０名の方にご参拝をいただき、親鸞聖人の
ご誕生された意義を通して、いのちの尊厳についてあらためて確かめる機縁となりました。

帰敬式（法名伝達）

帰敬式

第１会場（本堂）

第２会場（大広間）

講師 伊藤 元 師

お待ち受け大会スタッフ

○教区門徒会長、教区門徒会副会長就任挨拶
長浜教区門徒会長及び副会長の就任挨拶を掲載いたします。
かなやま

まさお

＜長浜教区門徒会長 金山 正雄＞
初夏の候 長浜教区の皆様に於かれましては、ますますご清栄のこ
ととお慶び申しあげます。
このたび、２月２８日中村秀男会長が命終されました。それに伴
い、４月２７日に開催されました、長浜教区門徒会（臨時会）で会
長に選出していただきました、第２０組唯敎寺門徒の金山正雄です。
浅学菲才であり、そのような器の人間ではありませんが、皆様方の
ご支援、ご協力をいただきながら、精一杯勤めさせていただきます。今後は、故中村会長と共に
生き、中村会長の志願を担っていく覚悟ですので、よろしくお願い申しあげます。
３月６日より開催されました「教区及び組の改編」に関する報告・意見交換会は、４月１４日
をもって、全１６回を終えることができました。皆様方のご協力有難うございます。多くの方々
からいただいた数多くのご意見等は、只今、精査をしており、今後は「長浜教区改編委員会」
、
「長
浜教区・京都教区地方協議会」で検討して参ります。
今後、長浜教区と京都教区の改編により、広範囲の教区となります。範囲が大きくなればなる
ほど、お手次ぎの各寺で宗祖親鸞聖人のお示しくださった念仏を聞き、語り合う同朋会運動が必
要になってきます。今後は、両別院を中心に、１カ寺、１カ寺が聞法の道場として活性化するよ
う努めて参ります。今後も皆様方のご指導、ご鞭撻、ご協力をよろしくお願い申しあげます。

きたがわ きよはる

＜長浜教区門徒会副会長 北川 清治＞
このたび、長浜教区門徒会副会長に選任されました、第１９組西
敎寺門徒の北川清治です。私、昨年教区門徒会の一員となり、初め
てのことばかりで何もわからない一年間でございました。このよう
な私が副会長という重責をつとめることができるのか、甚だ不安で
ございますが、私なりに一生懸命努めさせていただきたいと思いま
す。皆様の温かいご指導、ご鞭撻をいただきますよう、よろしくお
願い申しあげます。
現在、
「教区改編」
「宗務改革」といった教区・宗門をあげての大きな課題とともに、手次の寺
に目をやれば、
「門徒の寺離れ」
「若い世代への継承」といった切実な問題があります。そして、
これらは決して別の問題ではなく、深くつながり合う問題であります。常に双方を意識しながら
取り組んでいく必要があると感じております。何卒、よろしくお願い申しあげます。

○長浜別院夏中のご案内
７月２日（土）から５日（火）まで長浜別院夏中をお勤めします。有縁の方お誘いあわせの
うえ、ご参拝くだいますようご案内申しあげます。
なお、参詣の際は、体調に充分ご留意いただき、マスクの着用をお願いいたします。何卒、
ご理解賜りますようお願い申しあげます。詳細は同封のポスター・日程表をご確認ください。

○研修会のお知らせ
●共学研修院 公開講座「宗祖親鸞聖人のご生涯に学ぶ」
１
２
３
４

日 時：
【第５回】６月３日（金）19:00～21:00 第八章「大悲に生きる②」
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

５ 会 場：大谷会館講堂 ※場合により「長浜別院本堂」に変更あり

●五村別院「五日会」連続講座
１
２
３
４
５

日 時：
【第３回】６月６日（月）14:00～16:00
講 師：結柴 依子 氏（奥羽教区 秋田県西組 淨專寺）
講 題：
「ただ念仏のみぞまことにておわします」
参加費：５００円
会 場：五村別院本堂

●ごぼうさんお勤め講習会
１
２
３
４
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日 時：６月８日（水）10:00～11:30 「高僧和讃②」
講 師：宮尾 卓 氏（長浜別院 列座）
参加費：５００円
持ち物：念珠、
『真宗大谷派声明集』もしくは『大谷声明集（上）
』
、マスク等
会 場：大谷会館講堂

●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
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日 時：
【第４回】６月１５日（水）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
会 場：五村別院本堂

●部落差別問題月例学習会
１
２
３
４

日 時：６月２４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）
、マスク等
会 場：大谷会館講堂

○教務所事務休暇のお知らせ
２０２２年６月２日（木）
、６月１３日（月）
上記の期間、お待ち受け大会振替休日のため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

長浜教区・長浜・五村別院 2022 年 6 月行事予定
期 日
6/1(水)
2(木)

時 刻

行

事

内

容

会 場

14:00 講座研修部門会議

大谷会館講堂

19:00 青少幼年部門会議⑨

大谷会館講堂

教務所事務休暇

3(金)

19:00 共学研修院公開講座⑤（講師：黒田 進 氏）

5(日)

13:30 帰敬式法座スタッフ事前研修会

五村別院

6(月)

14:00 五日会連続講座③（講師：結柴 依子 氏）

五村別院

10:00 花あかり追弔会
7(火)

8(水)
9(木)
10(金)
11(土)
13(月)
14(火)
15(水)
16(木)
18(土)
19(日)

大谷会館講堂

五村別院大広間

13:30 教化本部会議

大谷会館講堂

16:00 企画室・教学教化部門合同会議

大谷会館講堂

10:00 ごぼうさんお勤め講習会（講師：宮尾 卓 氏）

大谷会館講堂

14:00 教区改編委員会 ⇒延期
19:00 組部落差別問題全体協議会
9:30 組別清掃奉仕（第 12 組・第 23 組・第 24 組）
18:30 保護司会 総会
13:30 親子で受式する帰敬式法座

大谷会館講堂
長浜別院
大谷会館講堂
五村別院

教務所事務休暇
13:30 全国水平社創立 100 周年研修会

大谷会館講堂

19:00 准堂衆会 例会

大谷会館講堂

11:00 五村別院 永代経祥月法要

五村別院

13:30 しんらん講座④

五村別院

9:30 花あかり練習

大谷会館講堂

10:00 教区坊守会常任委員会

大谷会館別館

13:00 仏教学基礎講座⑩（講師：永井 貴宗 氏）

長浜別院本堂

9:00 教区推進員連絡協議会「研修会」

長浜別院

20(月)

10:00 教区坊守大会実行委員会②

大谷会館別館

21(火)

11:00 長浜別院 永代経祥月法要

長浜別院

11:00 長浜別院 永代経 御繙

長浜別院

23(木)

13:30 教化委員会「総会」
13:30 御仏具相続法要

24(金)
27(月)
28(火)

大谷会館講堂
長浜別院

10:00 しんらん講座だより編集会議

大谷会館講堂

13:30 長浜・五村別院責任役員会

大谷会館講堂

19:00 部落差別問題月例学習会⑫

大谷会館講堂

13:30 教区改編地方協議会

大谷会館講堂

9:30 花あかり練習

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。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。

