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２０１０年度宗派経常費・御遠忌御修復懇志金教区完納の御礼
平素より宗派の諸事業にご尽力くださり、ありがとうございます。
２０１０年度分の宗派経常費御依頼額を教区として完納をさせていただきましたことと併せまし
て、本年度は御遠忌懇志につきましても 9 年間の総御依頼額を教区完納させていただきました。
各位には、厳しい経済状況の中にもかかわらず、格段のご尽力を賜りましたこと、衷心より厚
く御礼申しあげます。
宗派経常費・親鸞聖人七百五十回御遠忌・両堂等御修復懇志の収納額のご報告
（いずれも２０１１年６月２８日現在）
２０１０年度宗派経常費御依頼額
同
収納額

８１，５６１，０００円
８８，０１１，９１０円（１０７．９％）

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌・両堂等御修復懇志御依頼額
４０８，６９０，０００円（９年間の総額）
同
収納額
４１３，２９４，６５６円（１０１．１％）
※最終確定額につきましては、後日あらためてご報告させていただきます。

２０１０年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金収納の御礼
２０１０年度分の長浜・五村別院建造物修復整備事業のご懇志について、過重なご負担の中に
もかかわらず、格別のご収納を賜りました。ここに甚深の謝意を申しあげます。
（２０１１年６月２８日現在）
２０１０年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金
予算額
６５，１４９，８００円
収納額
５６，７２４，３２２円（８７．０６％）

２０１１年度宗派経常費等御依頼について
御遠忌法要の関係上、例年より宗会が約 20 日遅れたため、教区への経常費御依頼がなされる「全
国教務所長会」が 7 月下旬に開催されます。毎年、当月号で御依頼額をお知らせしておりました
が、2011 年度の宗派経常費等御依頼額につきましては、8 月号に掲載させていただきます。あし
からずご了承ください。

～東北地方太平洋沖地震被災地救援金のご報告～
ご協力いただきました皆さまに、厚く御礼申しあげます。
・救援金集計額（6/28 現在）

1,252 万 1,329 円（寺院 330 ヵ寺・一般 6 団体・個人 37 名）

・災害救援本部（本山）送金額 1,240 万円（6/8 付送金）
救援金窓口を引き続き設置しております。継続した支援をしてまいるため、何卒ご理解とご協
力のほど、重ねてお願い申しあげます。
１ 対
象
２ 受付方法
３ 指定口座

寺院（寺族・門徒）
・個人・団体
直接教務所にお届けいただくか、指定口座にお振込みください。
金融機関

支店名

口座番号

レーク伊吹農業協同組合

長浜北

普通 ００００９９３

北びわこ農業協同組合

速 水

普通 ００１２３２４

【口座名義】長浜教務所長

篠岡 誓法（しのおか せいほう）

※ 披露状を発行いたしますので、お振込みの際は長浜教務所（℡0749-62-0737）までご連絡ください。
※ 寺院の場合は、必ず振込み用紙に寺院名を明記してください。
※ 恐れ入りますが、送金手数料をご負担いただきますようお願いいたします。

○宗議会議員選挙有権者名簿の縦覧について
宗議会議員選挙条例第１９条の２により、有権者名簿の謄本（教区内すべての有権者が記載さ
れています）の縦覧を教務所にて下記期間実施しますので、希望される方は期間内にご来所くだ
さい。
縦覧期間
７月１５日（金）から８月２０日（土）まで
縦覧場所
長浜教務所
なお、同条第２項により、各寺院毎の有権者明細書を管内月報８月号に同封する予定ですので
各寺院においてご確認ください。

○宗会報告会の開催について
下記日程にて、宗会（宗議会・参議会）報告会を開催しますのでご参加くださるようご案内し
ます。
１．日
２．場
３．内
４．対

時
所
容
象

９月１日（木）午後３時から
五村別院
議会報告及び質疑応答
教区内全寺院及び教区門徒会員ほか

○年間書（法語カレンダー等）取りまとめについて
少しでも多くのご門徒の皆様にとって、念仏の教えを確かめるご縁となることを願い、本年も
年間書の取りまとめを行います。詳細については、寺院宛に同封の案内をご覧ください。ご注文
お待ちしております。

○日曜学校出席カード・シール（夏休み用）の頒布について
今年も出席の励みになりそうな可愛いシールが揃っています。７枚ごとに夏らしいストーリー
になっています。教務所にてすでに頒布しております。日曜学校や子ども会にご活用ください。
☆ 出席カード１枚１０円
（実施日数に応じて数種類ご用意しており
ます）
☆ シール１シート７０円
（１枚２円）

○青少年教化教材 紙芝居追加蔵書
青少年教化教材として、新たな紙芝居が加わりました。
貸し出し無料です。
日曜学校や子ども会で、ぜひご活用ください。

○研修会予定！！

御坊さんお勤め講習会

７月１２日（火）午前１０時３０分～１２時

会場：長浜別院桜の間・講師：長浜別院列座・内容 御和讃（中陰）
＊今後の予定：８月１２日（金）

【住職任命】
第１５組

持專寺

笠原 俊典

（２０１１年６月２８日任命）

【住職代務者任命】
第２２組 金光寺

吉武 宗壽

（２０１１年５月１７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１９組 頓證寺
住職
雨森 有慶 （２０１１年 6 月 8 日命終）
以上 敬称略

新刊書の紹介
●『書いて学ぶ親鸞の言葉―正信偈』

教学研究所（編）

定価 600 円

「正信偈」の漢文と書き下し文をなぞり書きできる一冊。
同朊会などのテキストとしても利用できる、ていねいな意訳・語注・コラム付き。
● 絵本『親鸞聖人』

小川一乘（文）畠中光享（絵）

定価 1,500 円

親鸞聖人の誕生から入滅までのご生涯を描いた絵本。お釈迦さまの教えに生き、法然上人に出遇った
親鸞聖人の感動、お釈迦さまの教えに貫かれた聖人のご生涯が１５場面にわたって描かれている。

○教務所員人事異動について
長浜教務所主事 堀 顕成

願により役務を免ずる

（２０１１年６月３０日付）

退任挨拶
主事

堀 顕成

このたび、６月３０日付を持ちまして、宗務役員を退職いたました。約２７年に亘る宗務
役員の勤めを皆様のお陰で無事終えることができ、正直、肩の荷が下りた思いがしており
ます。９ケ所の教区にご縁をいただき、沢山の方とお会いできたことは、私にとり大切な
財産となりました。最後の教区が、自教区となったことは何かのご縁かと感じております。
在職中は、教区の皆様に多々ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申しあげます。
退職はいたしますが、長浜教区の一住職としてこれからもどうぞ宜しくお願い申しあげま
す。約２年間お世話になりました。本当にありがとうございました。

長浜教区・両別院７月行事予定
期日
7/2(土)
6(水)

時刻

行

事

内

容

13:00 長浜別院夏中（～１０日）
18:00 坊守会常任委員会

会 場
長浜別院
教務所

19:30 花あかり練習日

長浜別院

7(木)

19:30 夏中納涼仏教讃歌の夕べ

長浜別院

8(金)

13:00 相続講員物故者追弔会

長浜別院

9(土)

13:00 師徳奉讃法要

長浜別院

10:30 御坊さんお勤め講習会

長浜別院

14:30 別院責任役員会

長浜別院

11:00 別院建造物修復整備委員会

長浜別院

13:30 両別院常議委員会

長浜別院

11:00 永代経祥月法要

長浜別院

10:00 両別院院議会

長浜別院

11:00 永代経祥月法要

五村別院

12(火)
13(水)
19(火)
20(水)
21(木)
29(金)

19:00 坊守会新旧常任委員会

教務所

13:30 教区婦人会常任委員会

教務所

9:30 五村別院清掃奉仕（第１９・２０・２１組）

五村別院

8/2(火)

13:30 募財割当等に関する委員会

教務所

5(金)

13:00 五村別院夏中（～１０日）

五村別院

7(日)

19:30 夏中納涼講座

五村別院

9(火)

10:00 参事会・常任委員会合同会議

10(水)

13:00 師徳奉讃法要

教務所
五村別院

