
法話 10 月 28 日（金）  澤面  宣了   師（第 16 組 浄願寺） 

法話 10 月 29 日（土）  黒田  進    師（第 14 組 満立寺） 

法話    10 月 30 日（日） 髙間  重光 師（大阪教区  了信寺） 

法話    10 月 31 日（月） 髙間  重光 師（大阪教区  了信寺） 

 

法話 10 月 22 日（土）   髙山  崇  師（第 16 組 圓乘寺） 

法話 10 月 23 日（日）   有賀  尚子 師（第 13 組 光了寺） 

法話 10 月 24 日（月）   宮部  渡    師（大阪教区  西稱寺） 

法話 10 月 25 日（火）   宮部  渡    師（大阪教区  西稱寺） 

 

２０２２年１０月 

長 浜 教 区 管 内 月 報 
Mail nagahama@higashihonganji.or.jp   
Web http://www.daitsuji.or.jp/      
 

 
 

○長浜別院・五村別院報恩講のご案内 

下記のとおり両別院において報恩講を厳修いたします。報恩講の案内・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い。 
 

長浜別院 

10/22(土)  午前１０時～ 全戦没者追弔法会 

法話（１席） 

午後１時～ 初逮夜・法話（２席） 

10/23(日) 
午前７時～ 

  初晨朝 

午前１０時～ 初日中 

法話（１席） 

午後１時～ 中逮夜・法話（１席） 

御伝鈔拝読 

10/24(月) 
午前７時～ 

  初晨朝 
午前１０時～ 中日中（音楽法要） 

法話（１席） 
午後１時～ 結願逮夜・法話（２席） 

10/25(火) 
午前７時～ 

  初晨朝 

午前９時～  日中法話（１席） 

午前１０時～ 結願日中 

 

 

     

 

 

 

 

五村別院 

10/28(金)  午前１０時～ 全戦没者追弔法会 

法話（１席） 

午後１時～ 初逮夜・法話（２席） 

10/29(土) 
午前７時～ 

  初晨朝 

午前１０時～ 初日中 

法話（１席） 

午後１時～ 中逮夜・法話（１席） 

御伝鈔拝読 

10/30(日) 
午前７時～ 

  初晨朝 

午前１０時～ 中日中（音楽法要） 

法話（１席） 
午後１時～ 結願逮夜・法話（２席） 

10/31(月) 
午前７時～ 

  初晨朝 
午前９時～  日中法話（１席） 

午前１０時～ 結願日中 

 

 

 

 

 

発行日／２０２２年１０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） 



 

○教区坊守会主催 第４回「真宗学基礎講座」の代替日について 

  ９月１０日（土）に予定しておりました第４回「真宗学基礎講座」が、諸事情により延期となり

ました。つきましては、下記のとおり代替日が決定しましたので、お知らせいたします。 

 

９月１０日（土）午後１時半～  →  ２０２３年５月１７日（水）午後１時半～ 

○「これからの仏事を考える学習会について」 

 
❶輪読会 

１ 開催日：①１０月１９日（水） 

②１１月１６日（水） 

２ 時 間：午後７時～午後９時 

３ テーマ：「葬儀式に学ぶ」 

４ 参加費：無料 

５ 講読本：『浄土真宗の葬儀』 

６ 会 場：大谷会館講堂 

 

 

❷講義 

１ 開催日：１２月１４日（水） 

２ 時 間：午後７時～午後９時３０分 

３ 講 師：竹中 慈祥 氏（第１２組 真廣寺） 

４ テーマ：「葬儀式に学ぶ」 

５ 参加費：５００円 

６ 講読本：『浄土真宗の葬儀』 

７ 会 場：大谷会館講堂 

 

○「宗祖親鸞聖人のご生涯に学ぶ」（共学研修院公開講座）開催報告 

  去る９月２日（金）に２０２２年度第１回の 

「共学研修院公開講座」が開催されました。 

  本研修会の講師である黒田 進 氏（第１４組満 

 立寺）の御事情により、急遽、ご自宅からオンラ 

インにて開催する運びとなりましたが参加いただ 

きました３０名とともに仏法を聴聞いたしまし 

た。「公開講座」は共学研修院生の講義として開催 

するとともに、有縁の方々にも開かれた学びの場 

として開催する研修会で、年度内に７回を予定し 

ておりますので、是非ご参加いただきますよう 

お願いいたします。詳細はチラシ・ホームページ 

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

○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「大谷声明集 上」 

●お問い合わせ  

長浜別院 ℡0749-62-0054 

第２回 10/4（火) 正信偈・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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 オンラインで講義をされる黒田 進 氏 



 

 ○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

たしております。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。 

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。作品提出は2023年 3月

31日までで、どなたでもご参加いただけます。詳細は教務所までお問いあわせください。 

 
 

○子ども報恩講の申込期間延長について 

先月号でもお知らせいたしました、「長浜教区子ど

も報恩講」（１０月１５日開催）について、申込締切を

９月末までとしておりましたが、１０月７日（金）ま

で延長いたします。 

まだ、申込をされていない寺院におかれましては、

先月号同封の申込書に必要事項を記載の上、教務所

（事務担当：川端）までご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

出版コーナーから 新刊書紹介 

「報恩講（2022 年版）」  定価：6１円（税込み） 
 毎年発行されている冊子『報恩講』 

私と報恩講 石塚亜里（三条教区 15 組 長泉寺坊守） 

遇いがたし 松井憲一（元大谷大学非常勤講師・道光舎舎主） 

 

  

「誕生と往生」  定価：２６４円（税込み） 
 

誕生はめでたく明るいもの、往生は死を連想し暗いもの— 

その認識は、仏教からみれば、逆だった！？ 

私たちの人生の一大事である誕生と往生について、「南無

阿弥陀仏」の教えを視座に、身近な話題や現代の諸問題を

とおしながら丁寧に尋ねる一冊です。 

 

今般、「関西 Walker」等で知られる『Walker シリーズ』

と東本願寺がコラボした『東本願寺 Walker』が無料版で発

行されました。東本願寺や渉成園の見どころ、門前地域に

ついての紹介等、12 頁に渡ります。 

境内や東本願寺周辺の近隣施設用に発行されたため、教

務所に在庫はございませんが、右記QRコードから閲覧・印

刷が可能ですので、是非、ご利用ください。 
ダウンロード

はこちらから 

※教務所に在庫はございますが、数に限りがございます。 

 数多く購入を希望される場合は、事前に教務所までお問い合わせく 

ださい。取り寄せならびに取り置きいたします。 

日程 

１３：３０～ 開会式 

１３：５０～ おはなし 

１４：１０～ レクリエーション 

１５：５０～ 閉会式 

１６：００～ 解散 



長浜教区・長浜・五村別院１０月行事予定 

 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

10/1(土) 13:30 
 真宗学基礎講座⑤ 

「南無阿弥陀仏の歴史をたずねて 三経・七祖」（黒田 進 氏） 
長浜別院本堂 

2(日) 14:00 長浜・五村別院報恩講習礼 大谷会館講堂 

3(月) 
13:30 

19:00 

両別院報恩講準備連絡会 

組部落差別問題 講師会① 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

4(火) 
10:00 

13:30 

御坊さんお勤め講習会② 
組教化推進協議会① 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

5(水) 13:30 五日講（一色 孝 氏） 五村別院 

6(木) 13:30 教化本部会議② 大谷会館講堂 

7(金) 

 

9:30 

19:00 

清掃奉仕（第13・14・15・敦賀組） 

共学研修院公開講座「宗祖親鸞聖人の御生涯に学ぶ」（黒田 進 氏） 
長浜別院 

大谷会館講堂 

11(火) 
9:30 

13:30 

14:00 

花あかり清掃奉仕 

長浜・五村別院報恩講音楽法要リハーサル 

部落差別問題協議会常任委員会② 

長浜別院 

長浜別院 

大谷会館講堂 

15(土) 13:30 子ども報恩講 五村別院 

17(月) 9:30 花あかり練習 大谷会館講堂 

18(火) 
11:00 

19:00 

長浜別院 永代経祥月法要 

教学教化部門会議③（育成員研修） 

長浜別院本堂 

大谷会館講堂 

19(水) 

11:00 

13:30 

19:00 

五村別院 永代経祥月法要 

一道会 

これからの仏事を考える学習会①輪読会 

五村別院 

長浜別院桜の間 

大谷会館講堂 

22(土)  長浜別院報恩講（～10/25まで） 長浜別院 

26(水) 19:00 月例部落差別問題学習会④ 大谷会館講堂 

28(金)  五村別院報恩講（～10/31まで） 五村別院 

  
―お詫びと訂正―   

先月号の管内月報で一部誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、下記のとお

り訂正いたします。 
 

 ・教区会及び教区門徒会（臨時会）について（１行目） 

（誤）教区門徒会（臨時会：８月１０日開催） 

（正）教区会（臨時会：８月１０日開催） 

  

 ・「共学研修院公開講座」開催チラシ内 

 （誤）２０２２年２月３日（金）・３月１７日（金）・５月１２日（金） 

  （正）２０２３年２月３日（金）・３月１７日（金）・５月１２日（金） 

 

次回の管内月報は10月21日（金）発送を予定しております。 


