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○（本山）慶讃法要一般参拝に関するお知らせ
慶讃法要一般参拝について下記のとおりお知らせいたします。
① 各組団体参拝の登録が完了したことに伴い、寺院・門徒単位での一般参拝募集を１２
月１日より行います。
募集期間は２０２２年１２月１日～２０２３年２月中旬で参拝
受け入れ可能な日（空席有）に限り、先着順で行います。各日の空席状況は、慶讃法
要特設サイト（https://kyousan.higashihonganji.or.jp/）にて確認いただけます。
② お斎・慶讃寄席については空席がある日に限り、先着順で募集を行います。各日の空
席状況は、慶讃法要特設サイトにて確認いただけます。
③ 申し込み方法については、
「一般参拝申込書」
（教務所・宗派ホームページで取得）に
必要事項を記入のうえ、受入センター（honbyo@higashihonganji.or.jp）へメールま
たは FAX（075-371-9204）にて申し込みください。

○「子どものつどい in 東本願寺」について
２０２３年５月５日（金・祝）に真宗本廟にて、標記慶讃事業が開催されますので是非ご参
加ください。詳細につきましては、本山定期直送便（真宗等）に同封の案内を参照ください。
なお、長浜教区は参加者１名に対し１,０００円の補助をいたします。補助金については、
参加を申し込みいただいた団体に、別途ご案内いたしますのでご承知おきください。

○任期満了に伴う教区会議員選挙について（予告）
任期満了に伴う教区会議員選挙について、下記の日程で施行されますので、予告いたします。
なお、詳細については、選挙施行発令日（１１月３０日）以降にお知らせします。
選挙人名簿
縦覧期間

１２月３日（土）～１２月６日（火）
※各組で指定された寺院及び教務所（教務所での縦覧受付：午前９時～午
後４時）にて名簿を縦覧することができます。

立候補届出期間 １２月１０日（土）～１２月１２日（月）
【各日とも午前９時～午後４時】
不在者投票期間 １２月２１日（水）～１２月２３日（金）
【各日とも午前７時～午後７時】
投票日

１２月２４日（土）

【午前７時～午後７時】

○宗派経常費年末完納について
２０２２年度の宗派経常費年末完納の締め切りが、２０２３年１月２０日（金）までとなり
ます。何卒ご完納いただきたくよろしくお願い申しあげます。

○長浜別院・五村別院報恩講について
去る、１０月２２日から２５日に長浜別院で、１０月
２８日から１０月３１日に五村別院でそれぞれ報恩講が
厳修されました。
長浜別院では、報恩講期間中に嶋津庄壹さん（第２３
組勝德寺門徒）が作成された竹燈籠の展示が行われまし
た。２年～３年程度
になる若い竹を使
用し、絵柄を竹に貼り付け、穴を開け明かりを灯す竹燈
籠は、見ているだけで心が落ち着くような鮮やかな作品
になっており、参拝された皆様は熱心に展示を鑑賞され
ていました。

○各種作法講習会開催について
このたび、真宗本廟にて下記のとおり講習会を開催いたします。詳細については「真宗（12
月号）
」をご参照ください。
① 登高座作法講習会
開催日：２０２３年１月１６日（月）から１９日（木）まで【定員１５名】
② 一般声明講習会（テーマ：報恩講）
開催日：２０２３年１月３０日（月）から２月１日（水）まで【定員６０名】
③ 御伝鈔作法講習会
開催日：２０２３年２月１５日（水）から１７日（金）まで【定員１０名】
※４名未満は開催無し

○帰敬式受式記念品の一部変更について
このたび、帰敬式受式記念品を下記のとおり一部変更いたしますので、ご承知おきください
ますようお願いします。
（１）現在取り扱いの「勤行本・略肩衣入れ」を廃止し、
「聞法ハンドバック」に変更
（※取り扱いは１２月 1 日からとなります。
）

（２）正信偈ＣＤの廃止
（※取り扱いは１２月末までとなります。
）

容量が大きくなり
真宗聖典等が入ります！

○『共学研修院公開講座』代替日について
このたび、休止といたしました講座の代替日（下線部）が決定いたしましたのでお知らせい
たします。

●「共学研修院」公開講座
１ 開催日：１２月 ２日（金） 第八章「大悲に生きる⑥」－念仏者のしるし－
２月 ３日（金） 第八章「大悲に生きる⑦」－無碍の一道－
【代替日】２月１０日（金） 第八章「大悲に生きる⑤」－善鸞義絶－
３月１７日（金） 第九章「仏道に捧ぐ」
５月１２日（金） テーマ：調整中
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：長浜別院本堂

○「慶讃法要連続講座」の開催について
昨年度コロナの感染拡大により、やむなく中止となりました「慶讃法
要連続講座」を改めて開催をいたします。本山での「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」に向け、宗祖の御誕生の意義
と立教開宗にかけられた願いを学びます。
講師に伊藤 元 氏（九州教区 徳蓮寺 前住職）をお迎えいたします。
詳細は、同封のチラシをご覧ください。

○青少幼年教化スタッフ研修会について
２０２３年１月２１日（土）に「青少幼年教化スタッフ研修会」を開催
いたします。昨年度に引き続き、講師に佐賀枝 夏文 氏（青少幼年センタ
ー研究員）をお迎えし、子どもたちとふれ合い、仏さまの教えを一緒に聞
いていく場に身を据えるスタッフの姿勢、ならびに心得について学びなお
します。一人でも多くの青少幼年教化に携わる方々にお声かけいただき、
開かれた出会いの場になればと願っております。詳細は、同封のチラシを
ご覧ください。

●月例部落差別問題学習会
１ 開催日：
【第６回】１２月２３日（金）
２ 時 間：午後７時～午後９時
３ 参加費：無料
４ テキスト：『部落問題学習資料集』
（お持ちでない方は貸出いたします）
５ 会 場：大谷会館講堂

●これからの仏事を考える学習会
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

長浜教区・長浜別院・五村別院 2022 年 12 月行事予定
期 日

時 刻

行

事

内

容

会 場

1(木)

10:00 報恩講反省会

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

5(月)

9:30 花あかり練習

大谷会館講堂

13:30 新教区準備委員会 特区小委員会

大谷会館講堂

7(水)

13:00 一道会 報恩講

大谷会館講堂

8(木)

13:30 組長会

大谷会館講堂

9(金)

18:30 保護司研修会

大谷会館講堂

10(土)

13:30 真宗学基礎講座（黒田 進 氏）

長浜別院本堂

11(日)

13:30 育成員研修会（Ａブロック）

12(月)

16:00 選挙管理会
長浜別院冬季拝観平日休業（～2023/1/31 まで）

大谷会館講堂
長浜別院

14(水)

19:00 葬儀式に学ぶ研修会（竹中 慈祥 氏）

大谷会館講堂

15(木)

13:30 新教区準備委員会 教化・組織小委員会

京都教務所

16(金)

8:30 五村別院煤払い

五村別院

五村別院

13:30 新教区準備委員会 財務小委員会

京都教務所

17(土)

13:30 組青少幼年教化担当者連絡協議会

大谷会館講堂

18(日)

13:30 育成員研修会（Ｂブロック）

五村別院

19(月)

13:30 御仏具相続法要

長浜別院

20(火)

11:00 長浜別院 永代経祥月法要
13:30 教区教化本部と別院教化推進委員会との懇談会
教化本部会③ ※上記日程終了後

21(水)

11:00 五村別院 永代経祥月法要

22(木)

9:30 京都教区推進員連絡協議会との懇談会

長浜別院
大谷会館講堂
大谷会館講堂
五村別院
大谷会館講堂

23(金)

19:00 部落差別問題 月例学習会⑥

大谷会館講堂

25(日)

16:00 帰敬式法座反省会

大谷会館講堂

26(月)

10:00 長浜別院煤払い

長浜別院

教務所事務休暇（2022/12/29～2023/1/6）

○ 教 務所 事務休 暇のお 知らせ
２０２２年１２月２９日（木）～２０２３年１月６日（金）
上記の期間、年末年始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

次回の管内月報は１２月２６日（月）を予定しております。
同封物
１ 教区改編報告（別紙）
４ これからの仏事を考える学習会（チラシ）
２ 慶讃法要連続講座（チラシ・参加申込書） ５ 坊守会からの案内（坊守会員宛）
３ 青少幼年教化スタッフ研修会（チラシ・参加申込書）

