
 

 

２０１１年４月１日から６月３０日までに、２０１０年度の宗派経常費をご完納いただきましたご寺

院をご披露し、心より御礼申し上げます。 
 

第１２組 敬永寺 真廣寺  

第１４組 德明寺 願浄寺 

第１５組 宗樂寺 大雲寺 淨琳寺 

第１６組 蓮澤寺 恭敬寺 德満寺 

 歸命寺 浄願寺 

第１７組 浄泉寺 觀念寺 

 

第１８組 傳正寺 景流寺 光現寺 

第２０組 玉泉寺 

第２１組 西光寺 禮信寺 

第２３組 寳林寺 

第２４組 恩覺寺 長照寺 殘景寺 

敦賀組 意力寺 浄賢寺

 

新年度の宗派経常費について、下記のとおり御依頼が参りました。今年度につきましても完納に向けて何卒

お力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎2011年度宗派経常費御依頼額  ７２，９１７，０００円（前年度比８，６４４，０００円減） 

 

※先月もご連絡いたしましたが、本年度は、例年より 1ヶ月遅れての御依頼報告です。各位にはご迷惑をおか

けしますが、何卒ご賢察いただきたく存じます。 

また、各寺院への御依頼は、教区会・教区門徒会（8/19招集）の議を経て、8月下旬に御依頼状をご送付さ

せていただく予定にしております。合わせてご了承ください。 

 

 

◎救援金集計額（7/28現在） 1,265万 6,000円（内、送金額 1,240万円） 

ご協力いただきました皆さまに、厚く御礼申しあげます。 

また、継続した支援をしてまいるため、引き続きご理解とご協力のほど、重ねてお願い申しあげます。 

ご協力いただける場合は、直接教務所にお届けいただくか、下記指定口座にお振込みください 

◎指定口座 

 

 

 

 
【口座名義】長浜教務所長  篠岡 誓法（しのおか せいほう） 

※ 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。 
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２０１１年度宗派経常費について 

東北地方太平洋沖地震被災地救援金のご報告とお願い 

２０１０年度経常費完納御礼 

http://www.daitsuji.or.jp/


○２０１１年度教務所長各組巡回について 

本年度の教務所長各組巡回は９月上旬～中旬を予定しており、現在、各組長と日程の最終調整

をしております。８月２日開催の組長会にて日時を確定いたしますので、お確かめいただく場合

は、８月３日以降に、組長もしくは教務所までお問い合わせください。 

 

○「宗祖親鸞聖人七百五十回御正当報恩講」等について 

御正当報恩講の日程等について、次のとおりお知らせいたします。なお、詳細は『真宗』9 月

号に掲載させていただく予定にしておりますので、あらためてご確認いただきますようお願いい

たします。 

 

◆御遠忌讃仰音楽法要 ①11 月 19 日（土）14:00～15:50／②11 月 20 日（日）9:30～11:20 

 

◆御正当報恩講  11 月 21 日（月）～28 日（月） 

 

◆御本尊動座式  11 月 29 日（火）10:00～12:40 

 

参拝席について 

・参拝席は全て畳席です 

・震災によって御遠忌に参拝できなかった団体用参拝エリアを御影堂前方に設けます 

・参拝席は、被災地域受け入れの参拝エリアを除き全て自由席です 

・団体参拝についての申し込み期間は、8月19日（金）から 10月 20日（木）を予定しています 

 

○公開講座「ゼロからはじめる原発学習」について 

このたび、３回シリーズの公開講座として、講師に山崎隆敏氏（原発若狭ネット福井）をお迎

えし、福井の原発の状況、放射線探知機ネットワークと原発防災、エネルギー政策等の状況につ

いて学んでまいります。チラシを同封しておりますので、ご掲示くださいますようお願いします。

皆さまのご参加お待ちしております。 

 

○御坊さん人生講座のポスターについて 

 ２０１１年度、御坊さん人生講座及びしんらん講座を９月より開催します。御坊さん人生講座

のポスターを各寺院２部ずつ、人生講座及びしんらん講座のチラシを各寺院１部ずつ同封しまし

たので、本堂や掲示板にご掲示くださいますようお願いします。なお、寺院以外でポスターを掲

示してくださる所があれば、教務所までご一報ください。送付させていただきます。 

 

○夏の集い「語り場 2011～被災地とわたし～」開催について 

９月１０日（土）～１１日（日）、虎御前山キャンプ場にて、夏の集い「語り場 2011～被災地

とわたし～」を開催します。自然の中でのレクリエーションや食事作りを通して、一緒に語り合

いませんか？ 詳細は同封の参加申込書をご覧ください。申込書が複数ご入用の場合は、教務所

までお申し付けください。 



○長浜教区子ども報恩講について 

１０月１０日（月・祝日）、五村別院にて子ども報恩講が勤まります。 

詳しくは管内月報９月号にてご案内いたします。お誘い合わせてお参り 

ください。 

 

○暁天講座 五村別院夏中  

今年も教区教化事業として、五村別院夏中の折に、暁天講座が開催されます。教区の皆様には、

ぜひともお参りくださいますようご案内します。 

 

テーマ 「私にとって宗祖親鸞聖人とは」 

時 間 午前５時４０分から晨朝勤行／午前６時から 

日 程 

８月  ６日(土) 第１７組 法雲  俊栄 

   ７日(日) 第１３組 有賀  尚子 

   ８日(月) 第１５組 長田  知光 

   ９日(火)  第２４組 髙橋  和徳 

  １０日(水) 第１８組 水口  信也 

以上 敬称略  

 

【住職任命】  

第１２組  源海寺   寺尾 務      （２０１１年７月２８日任命） 

第１９組  頓證寺   雨森 慶為     （２０１１年７月２８日任命）  

 

【住職代務者任命】 

第１４組  慶雲寺   春近 寛      （２０１１年６月３０日任命） 

第１７組  圓樂寺   徳永 格誠     （２０１１年７月１０日任命） 

第１８組  極樂寺   宮尾 卓      （２０１１年６月３０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２３組  安覺寺   住職   松室 美法（２０１１年７月１１日命終） 

以上 敬称略 

 

※別紙にて各研修会のご案内を添付します。 

 

 

教務所事務休暇（お盆休暇）について 

期   日 ８月１２日（金）～１６日（火） 

緊急連絡先 長浜別院 ０７４９－６２－００５４



 

長浜教区・両別院８月行事予定表 
 

期日 時刻 行事内容 会場 

8/1（月） 15:00 企画室 教務所 

8/2（火） 13:30 募財割当全体会 教務所 

 15:30 組長会 教務所 

8/3（水） 14:00 教区推進員協議会 教務所 

 9:30 花あかり練習日 五村別院 

8/5（金） 13:00 五村別院 夏中（～10日） 五村別院 

8/6（土） 5:40 五村別院 暁天講座（～10日） 五村別院 

8/7（日） 19:30 五村別院 納涼講座 五村別院 

8/8（月） 19:00 青少幼年小委員会 教務所 

8/9（火） 10:00 参事会・常任委員会 合同会議 教務所 

8/10（水） 13:00 WEB合宿【HP委員】（～11日） 教務所 

 13:00 五村別院 師徳奉讃法要 五村別院 

8/12（金）  教務所盆休暇（１２日～１６日）  

8/16（火）  大谷大学児童文化研究会 日校巡回（～19日）  

  永代經祥月法要 長浜別院 

8/17（水） 19:00 坊守会常任委員 教務所 

  永代經祥月法要 五村別院 

8/19（金） 10:00 教区会･教区門徒会 合同会議 教務所 

8/22（月） 19:00 暁天講座反省会 教務所 

8/26（金） 9:30 花あかり練習日 五村別院 

 19:00 聖教学習会 教務所 

8/27（土） 9:30 正副坊守会長総会 教務所 

8/30（火） 13:30 教区婦人会総会 五村別院 

8/31（水） 9:30 花あかり追弔会・総会 五村別院 

9/１（木） 13:00 正副 組長・組門徒会長会 教務所 

 15:00 宗会報告会 教務所 

9/5（月） 19:00 寺族研修小委員会 教務所 

 
 
 
 

 

８月４日と８月７日は得度式のため、通常のお扱いと異なります。また、盂蘭盆会期間のた 

め８月１３日から８月１６日までと、宗祖聖人、蓮如聖人、先門首の御命日逮夜（１２・２４・ 

２７日）並びに宗祖聖人の御命日（２８日）は、若干通常のお扱いと異なりますので、事前に 

教務所までご確認ください。 

 

真宗本廟での収骨・帰敬式・読経等のお扱いについて 


