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○教区会及び教区門徒会（臨時会）について  

教区門徒会（臨時会：８月５日開催）及び教区門徒会（臨時会：８月１０日開催）が開催さ

れ、第１号議案「教区及び組の改編に関する条例第３１条に定める合意書について同条例第３

２条により教区会及び教区門徒会の議決を求める件」を議決いたしましたので、報告いたしま

す。 

なお、教区改編の「合意書」が議決されたことにより、今後、統括教務所長が任命され、新

教区準備委員会が設置されます。その新教区準備委員会にて、新教区の予算や教化事業等が決

定され、２０２４年７月１日に新教区が発足する予定です。（改編に関する詳細等については、

次号にて報告いたします） 

 

○職員の異動について（着任挨拶） 

８月号の「月報」にてお知らせいたしましたとおり、人事により異動した教務所員の転任・

着任挨拶を掲載いたします。 

▽転任挨拶 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

▽着任挨拶 

 

 

 

 

 
 

発行日／２０２２年９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） 

 

員辨 唯一（いなべ ただかず：九州教務所書記） 

２０２２年８月１日付で、九州教務所（福岡教務支所）への異動を拝命いたしました。私

は２０１７年６月から新入職員（事務見習）として長浜教務所に配属となり、約５年に亘っ

てお世話になりました。また、教区の御遠忌法要や、慶讃法要お待ち受け大会など、大変貴

重な経験をさせていただきました。振り返ると、この５年間は長いようで短く、そしてとて

も濃い時間であったと、あらためて感じています。 

初任地ということで、右も左も分からず、多くのご迷惑をお掛けしたことと思いますが、

そんな私にも教区の皆様はいつも温かく接してくださり、お支えいただいたこと、心より感

謝しております。これからは、九州教区ということで少し遠くなりますが、長浜教区で学ん

だことを活かし、精一杯頑張ってまいります。本当にお世話になり、ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

川端 孝彰（かわばた たかあき：長浜教務所書記） 

８月１日付けで長浜教務所書記を拝命しました川端孝彰と申します。所属寺は京都教区近

江第１組長蓮寺です。前任地は東北教務所(旧仙台教務所)で４年間書記として従事し、東日

本大震災復興事業や教区改編のことについて経験することができました。 

もとより浅学非才の身で、教区の皆様にはなにかとご迷惑をおかけすることかと思います

が、これから長浜のことを知っていきたいと思っておりますので、ご指導ご鞭撻賜りますよ

うお願い申しあげます。 
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○寺院の解散について（報告） 

２０２１年度（昨年度）下記寺院が解散いたしましたので、報告いたします。 

記 

・第２３組 行信寺（長浜市高月町馬上１１８５番地） 

・第２３組 圓照寺（長浜市高月町馬上１２１９番地） 

 

○長浜教区帰敬式法座について～仏法子ども探検団～ほんとうの宝をさがしにいこう 

帰敬式法座は、教区教化委員会と本山研修部との共催事業で、両別院と真宗本廟をめぐる「探

検ツアー」を通じて、親子で仏様の教えにふれていただき、帰敬式（おかみそり）受式を目的

に開催しました。 

第１回は五村別院（５月２９日）

第２回は長浜別院（６月１１日）

にて開催しに真宗本廟にて最終回

（８月２１日）を迎え参加者２２

名の内６名が参加者やスタッフに

見守られながら、帰敬式を受式し、

お釈迦様のお弟子となりました。 

なお、この講座は、２０２０年度

に開催する予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大を受けて延

期し、感染防止策を講じた内容に変更して、コロナ禍でも安心して参加できる日程で開催いた

しました。 

 

○共学研修院 公開講座について 

共学研修院では、今年度７回の公開講座を開催いたします。なお、詳細は同封のチラシにて

ご確認ください。 

＜２０２２年度 上半期日程＞ 

１ 開催日：９月２日（金）・１０月７日（金）・１１月４日（金）・１２月２日（金） 

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 ※場合により「長浜別院本堂」に変更あり 

 

○おえかきコンテスト「デザイン仏」について 

長浜教区教化委員会青少幼年部門では、おえかきコンテスト第３弾「デザイン仏」を開催

いたします。各寺院での教化活動や日曜学校などにご活用いただければ幸いです。また、作

品をご提出いただきました際に、記念品をお渡しいたします。なお、詳細は同封のチラシに

てご確認ください。



 

○長浜・五村別院 秋季彼岸会のご案内 

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。秋季彼岸会のポスターを同封し

ますので掲示いただくとともに、お誘いあわせてお参りくださるようお願いいたします。 

  五村別院 ９月２０日（火）～２２日（木）勤行：午前１０時・法話：午前１０時３０分 

長浜別院 ９月２４日（土）～２６日（月）勤行：午前１０時・法話：午前１０時３０分 

 

○長浜・五村別院 報恩講習礼のご案内 

１０月２日（日）に、「報恩講習礼（しゅらい）」を長浜別院にて開催いたします。今回は、

本山本廟部 鈴木 友好 堂衆を講師とし、報恩講伽陀のお勤めを中心に習礼を行っていただ

きます。なお、詳細は同封のチラシにてご確認ください。 

 

○五村別院 五日講をお勤めします 

１０月５日（水）に、五村別院にて「五日講」をお勤めいたしますので、お誘い合わせのう

え、ぜひご参拝ください。なお、詳細は同封のチラシをご確認ください。 

午後１時３０分   勤行・五村別院「由来書」拝読 

午後２時４０分   法話（２席） 

午後４時１０分   終了予定 

 

法話講師 一色 孝 氏（第１３組 光西寺） 
 

 

○子ども報恩講をお勤めします 

１０月１５日（土）午後１時３０分（受付開始：午後１時）から、五村別院にてテーマ「で

あうっていいね」のもと、「長浜教区子ども報恩講」をお勤めします。２０２０年度から新型

コロナウイルス感染拡大に伴い中止しておりましたが、今年度は、感染対策を行いながら開催

いたします。お誘いあわせてぜひご参加ください。なお、詳細は先月号に同封したチラシをご

確認ください。 

 

○御坊さんお勤め講習会について 

  下記のとおり「御坊さんお勤め講習会」を開催いたしますので、ぜひご参加ください。 

 期 日 内 容 ～詳 細～ 

●時 間  10:00～11:30（受付9:30～） 

●会 場 大谷会館 講堂 

●会 費 1回500円 

●持ち物 「真宗大谷派声明集」 

または「大谷派声明集 上」 

●お問い合わせ 長浜別院 

 ℡0749-62-0054 

第１回 2022/ 9/6(火) 正信偈・真四句目下 

第２回 10/4(火) 文類偈・真四句目下 

第３回 2023/ 3/7(火) 伽 陀 

第４回 4/12(水) 御 文 

第５回 ５/ 9(火) 高僧和讃３ 

第６回 6/ 7(水) 高僧和讃４ 



長浜教区・五村・長浜別院９月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

9/1(木) 
10:30 

13:30 

長浜・五村別院責任役員会 

教化委員会「教学教化部門会議」 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

2(金) 19:00 共学研修院公開講座（黒田 進 氏） 大谷会館講堂 

4(日) 13:00 教務所長巡回（第 12組） 近江学びあいステーション 

5(月) 9:30 教区坊守会企画委員会 大谷会館講堂 

6(火) 
10:00 

13:30 

御坊さんお勤め講習会 

しんらん講座 

大谷会館講堂 

五村別院 

7(水) 

10:00 

10:00 

14:00 

19:00 

教区坊守会実行委員会 

合唱団「花あかり」練習 

教化委員会「講座研修部門」会議 

子ども報恩講スタッフ会 

大谷会館講堂 

五村別院茶所 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

8(木) 13:30 教化委員会「企画室」会議 大谷会館講堂 

9(金) 13:30 教区改編地方協議会（懇談会） 大谷会館講堂 

10(土) 
10:00 

13:30 

教区坊守会常任委員会 

真宗学基礎講座④（黒田 進 氏） 

大谷会館別館 

長浜別院本堂 

12(月) 14:30 推進員連絡協議会 常任委員会 大谷会館講堂 

13(火) 13:30 一道会 長浜別院桜の間 

14(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

16(金) 13:30 御仏具相続法要 長浜別院 

17(土) 14:00 教務所長巡回（第 24組） スティックホール 

19(月) 12:30 教区坊守大会（梶原 敬一 氏） 長浜別院本堂 

20(火)  五村別院 秋季彼岸会（～22日まで） 五村別院 

21(水) 13:30 しんらん講座だより編集会議 大谷会館講堂 

22(木) 19:00 教化委員会「青少幼年部会」会議 大谷会館講堂 

24(土)  長浜別院 秋季彼岸会（～26日まで） 長浜別院 

27(火) 
11:00 

14:00 

長浜別院 永代経祥月法要 

教区婦人会 総会 

長浜別院 

大谷会館講堂 

28(水) 19:00 子ども報恩講スタッフ会 大谷会館講堂 

29(木) 

10:00 

13:30 

19:00 

合唱団「花あかり」練習 

新教区準備委員会 

月例部落差別問題学習会 

五村別院茶所 

しんらん交流館 

大谷会館講堂 

 

次号の管内「月報」は９月２２日に発送を予定しています。 


