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２０１３年７月２５日開催の教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議にて、

下記の議案件について、原案どおり議決されたのでご報告します。 （告示第３号） 

第 1 号  ２０１２年度長浜教区教化事業報告 

第 2 号  ２０１２年度長浜教区事業費会計歳入歳出決算書 

第 3 号  ２０１２年度長浜教区共済特別会計収支計算書 

第 4 号  ２０１２年度長浜教区非常事態対策費会計収支計算書 

第 5 号  ２０１２年度長浜教務所員役宅整備特別会計収支計算書 

第 6 号  ２０１２年度長浜教区伝道車買換会計収支計算書 

第 7 号  ２０１２年度長浜教区運営積立金会計収支計算書 

第 8 号  ２０１２年度長浜教区長期総合整備計画積立金会計収支計算書 

第 9 号  ２０１２年度長浜教区図書購入積立金会計収支計算書 

第10号  ２０１２年度長浜教区出版物会計収支計算書 

第11号   ２０１２年度長浜教区災害救援特別会計収支計算書 

第12号   ２０１２年度長浜教区青少幼年教化推進資金会計収支計算書 

第13号   長浜教区・長浜別院・五村別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌準備委員会規程附 

則一部改正の件 

第14号   教区及び組の改編に係る機関設置に関する条例第１３条第１項第３号に定める 

委員委嘱について同意を求める件 

第15号  ２０１３年度経常費の御依頼割当に関する件 

第16号  ２０１３年度教区費の御依頼割当に関する件 

第17号  ２０１３年度長浜教区教化事業計画 

第18号  ２０１３年度長浜教区事業費会計歳入歳出予算 

第19号  長浜・五村別院建造物修復整備事業会計に関する件 

①２０１２年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出決算書 

②長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計収入支出総計画変更案 

③２０１３年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出予算 

 

○ 各組教務所長巡回資料について 
 8 月上旬より実施の教務所長巡回での説明資料として使用いたします 2013 年度長浜教区「教

務所長各組巡回連絡事項」並びに「同朋新聞7月号」を同封しております。つきましてはお手数

をおかけいたしますが、貴寺院の組門徒会員の方にお渡しいただき「各組教務所長巡回」の折に

は、必ずご持参くださるようお願いいたします。 

２０１２年度 教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議開催 



 

     ２０１３年４月１日から６月３０日までに、２０１２年度の宗派経常費をご完納いた 

    だきましご寺院をご披露し、心より御礼申し上げます。 

第１２組 緑苔寺 正恩寺 浄念寺   第１９組 勝圓寺   

第１４組 慶雲寺 德明寺 願浄寺   第２０組 玉泉寺   

第１５組 薫德寺 大雲寺 淨琳寺   第２１組 西光寺 禮信寺  

第１６組 蓮澤寺 恭敬寺 源光寺   第２３組 寳林寺 龍泉寺  

 德満寺 歸命寺 浄願寺   第２４組 恩覺寺 長照寺 殘景寺 

第１７組 浄泉寺 觀念寺    敦 賀 組 髙照寺 意力寺 願浄寺 

第１８組 傳正寺 景流寺 満德寺       

 勝傳寺 光現寺        

○ 宗議会議員選挙有権者明細書の送付について 
有権者の所属する寺院に対し、宗議会議員選挙有権者明細書を同封しておりますのでご確認

ください。 

 
○ 長浜選挙区選挙管理会について 

２０１３年７月１８日開催の教区会参事会で同意を得て、長浜選挙区選挙管理委員及びその

補充員が下記のとおり決定いたしましたのでご報告します。 （選管告示第１号） 

管理委員 澤面  章 （ 第１６組 浄願寺 ） 

同  上 德永  格誠 （ 第１７組 法通寺 ） 

同  上 大野  龍天 （ 第１３組 栁岸寺 ） 

同  上 渡邉  德成 （ 第１９組 浄國寺 ） 

補 充 員 井口  光俊 （ 第２３組 宿善寺 ） 

同  上 曽根  大榮 （ 第２０組 廣行寺 ）    

○ 宗議会議員総選挙について（予定） 
有権者名簿縦覧期間 ７月１５日（月）～８月２０日（火）教務所にて 

選挙人名簿縦覧期間 ８月２５日（日）～８月２８日（水）教務所にて 

選挙人名簿異議申立期間 ８月２５日（日）～８月２８日（水） 

総選挙発令日 ８月２１日（水） 

郵便投票許可申請期間 ８月２１日（水）～９月 ６日（金） 

立候補の届出期間 ９月 ３日（火）～９月 ５日（木） 

選挙運動の期間 立候補届出の日（受理後）～９月１４日（土） 

不在者投票期間 ９月１５日（日）～９月１６日（月） 

選挙の期日（投票日） ９月１７日（火） 

 
○ 年間書（法語カレンダー等）の注文について 

お申し込み忘れ等ご入用の場合は、教務所までご連絡ください。(但し、着日指定はできま

せんのでご容赦ください) 

 

○ ２０１４年真宗大谷派宗務役員、事務嘱託、本廟部式務員募集について 
※詳細につきましては、『真宗』8月号137～139ページをご参照ください。 

２０１２年度経常費完納御礼 



○「長浜教区東日本大震災 救援物資」勧募のお願い 

  東日本大震災から２年、今もなお多くの方々が苦難の生活を強いられています。被災地に

おいて安全な食品及び安心して飲める飲料水の需要が高まっていることを受け、これまで長

浜教区では、２回に渡り支援物資（お米 約９トン・飲料水 約２.３トン）を勧募し、お届

けいたしました。 

  この取り組みが復興支援の一助となることを願うとともに、被災地の方々と繋がり続けて   

 いけるような歩みを進めてまいりたいことであります。 

  今年も被災地の方々に好評であったお米をお届けします。引き続き教区内のご寺院・ご門 

 徒の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

                      記 

１ 提供期間 2013年 10月1日（火）から10月31日（木）まで  

提供いただいた救援物資は11月12日から15日に、教区教化委員会有志他が東北の被災

地へお届けします。 

２ 救援物資 白米   (土曜日、日曜日、教務所事務休暇日のお持込はご遠慮ください。) 

※精米等の都合上、できる限り新米であって白米をご提供下さい。また、数量は問いません

が、５kg程度に小分けください。 

※５kg入袋が教務所にあります。ご希望の方はお届けいたしますのでご連絡ください。 

※必ず上記期間内に提供くださいますようご協力をお願いします。 

▼ 救援金窓口を引き続き設置しております。皆様の心温まるご協力をお願い申し上げます。 

〔口座名義〕長浜教務所長  篠岡 誓法（しのおか せいほう） 

▼《災害復興支援金現況報告》 438,022円（7/31現在） 

※これまでに本山へ送金した13,110,000円を含めて総額13,548,022円となります。 

○  教務所員人事異動について  

長浜教務所書記   玉光 和人 大谷祖廟事務所書記を命ずる （2013年 8月 1日付） 

大谷祖廟事務所書記 藤井 摩耶 長浜教務所書記を命ずる   （2013年 8月 1日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【得度】 

第１８組 忍法寺 藤   春海    （２０１３年７月７日受式） 
第２０組 宗信寺 加納  有香    （２０１３年７月７日受式） 

【住職任命】 

第１６組 西光寺 大谷 桂      （２０１３年７月２８日任命） 
【住職代務者任命】 

第２１組 成真寺 松枝 剛      （２０１３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２０組 白櫻寺前住職 中濱  和雅 （２０１３年 ７月１０日命終）  以上 敬称略 

〔着任挨拶〕 

2013 年 8 月 1 日付にて長浜教務所書記を拝命いたしました藤井と申します。約３年間、

大谷祖廟で全国のご門徒様をお迎えする業務に当たらせていただいておりました。 

 今回、この長浜の地にご縁をいただき、環境の変化への不安もありますが、さっそく目

の当たりにした教区のエネルギーと熱意の一端と美しい町並みにすでに魅せられ、期待と感

激が心を満たしています。 

 不慣れな点も多く、ご迷惑をおかけすることも多々あるかとは存じますが、何卒よろし

くお願いいたします。                  藤井 摩耶（ふじい・まや） 

 



長浜教区・両別院８月行事予定 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

8／5(月)  五村別院夏中（～１０日） 五村別院 

6(火) 

5:40 

13:00 

14:30 

15:00 

暁天講座（～１０日） 

正副組長・正副組門徒会長会 

教区会参事会･教区門徒会常任委員会 

宗会報告会 

五村別院 

五村別院 

五村別院 

五村別院 

8(木) 

10:30 

15:00 

選挙管理会 

教務所長巡回（第１５組） 

教務所 

長浜別院 

9(金) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

10(土) 13:00 師徳奉讃法要 五村別院 

12(月) 15:00 教務所長巡回（第１２組） 浄念寺 

17(土) 

11:00 

 

教務所長巡回（第１７組） 

大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回（～１９日） 

觀行寺 

 

18(日) 

10:00 

11:30 

13:30 

15:00 

教務所長巡回（第１８組） 

教務所長巡回（第１６組） 

教務所長巡回（第２０組） 

教務所長巡回（第２２組） 

光現寺 

歸命寺 

廣行寺 

佛心寺 

19(月) 19:00 教務所長巡回（第１４組） 浄圓寺 

20(火) 

9:30 

11:00 

14:30 

合唱団“花あかり”練習 

永代経祥月法要 

教務所長巡回（第２３組） 

五村別院 

長浜別院 

存法寺 

21(水) 

11:00 

15:00 

永代経祥月法要 

教務所長巡回（第２１組） 

五村別院 

本覺寺 

23(金) 

11:00 

19:30 

教務所長巡回（第１３組） 

教区部落問題研修会 

念願寺 

教務所 

25(日) 

10:00 

14:00 

教務所長巡回（敦賀組） 

教務所長巡回（第２４組） 

西雲寺 

來入寺 

27(火) 14:00 救援物資搬送チーム会議 教務所 

29(木) 14:00 教区推進員連絡協議会「総会」 五村別院 

30(金) 

14:00 

19:00 

組門徒会研修会講師会 

暁天講座反省会 

教務所 

教務所 

31(土) 13:00 坊守学習会 五村別院 

9/1(日) 17:00 教務所長巡回（第１９組） 五村別院 

2(月) 14:00 しんらん講座 五村別院 

【同封書類】 

（１）宗議会議員選挙有権者明細書有権者明細書 １部 （２）教務所長各組巡回連絡事項 3冊 （３）同朋新聞7月号 3部  

（４）救援物資提供依頼 １部 （５）聖教学習会案内 １部（６）教区声明学習会チラシ １部 （７）教区部落問題研修会チラシ １部 

（８）教区坊守会案内 封筒（黄色）１部 （９）しんらん講座ポスター 2部 （１０）教如上人四百回忌法要ポスター １部  

（１１）教如上人四百回忌法要出仕案内他      以 上 

 

教務所 事務休暇のお知らせ 

８月１３日（火）～１６日（金）夏季休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜別院（０７４９）６２－００５４ 


