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平素より宗派の諸事業にご尽力いただき、ありがとうございます。 

２０１３年度分の「宗派経常費」御依頼額を教区として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

申し上げます。 

宗派経常費収納額のご報告 （２０１４年６月３０日現在） 

２０１３年度宗派経常費御依頼額 ６４，９７０，０００円 

同 収納額    ７８，４２０，４５０円（１２０．７％） 

 

 

２０１３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上げます。 

２０１３年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金（２０１４年６月３０日現在） 

予算額 ４４，６２５，０００円 

収納額 ４１，４６２，４７０円（９３．０％） 

 

 

例年、当月号で宗派経常費御依頼額をお知らせしておりますが、本年は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１日～２日に開催されます。したがい、２０１４年度

の宗派経常費等御依頼額は、各寺院への御依頼時（７月下旬送付予定）にお知らせさせていた

だきます。あしからずご了承ください。 

 

○ 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７月１５日（火）から８月２０日（水）まで教務所にて実施します

ので、希望される方は期間内にご来所ください。(但し、土曜日、日曜日、教務所事務休暇日

を除く。) 

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。

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 

下記のとおり宗会（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

いたします。 

◇ 日 時 ８月６日（水）午後３時から ◇ 場 所 五村別院 茶所 

◇ 内 容 議会報告及び質疑応答 ◇ 対 象 教区内全寺院及び教区門徒会員他 

 

２０１３年度宗派経常費教区完納の御礼 

２０１３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 

２０１４年度宗派経常費について 

宗祖親鸞聖人750回御遠忌長浜教区スローガン 

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 



まもなく年間書（法語カレンダー等）の注文受付がはじまります！ 

２０１５年の年間書注文の早期取りまとめを 7 月１５日から開始します。 

８８８８月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））までにお申込の場合は、送料送料送料送料がががが無料無料無料無料になりますので、ぜひご利用ください。 

詳細・注文書は７月中旬に各寺院へお送りいたします。郵送かＦＡＸでお申込みください。 

○取りまとめ対象 

『法語カレンダー』・『今日のことば』・『報恩講』・『真宗大谷派手帳』・『真宗の生活』 

○ 教区会議長、教区会副議長就任挨拶 

先月の管内月報でお知らせいたしましたとおり、２０１４年５月１４日開催の教区会（臨

時会）にて、長浜教区会議長に伊吹惠鐘氏（第２１組本覺寺住職）、同副議長に神坂惠正氏（第

１４組浄圓寺住職）が選出されましたので、就任のご挨拶をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                長浜教区会議長  伊吹惠鐘 

 

  向暑のみぎり、教区内各ご寺院にはますますご興隆のこととお慶び申し 

上げます。 

  この度、長浜教区会議長の任に再び当たらせていただくこととなりました。 

過去一期・三年間務めさせていただき、その任の重さを痛感させていただき 

ましたが、その間皆様からいただきました貴重なご指導を職責の中に生かし 

てまいりたいと考えております。 

  さて先に行われました教勢調査の結果の一部が報道されました。改めて長浜教区の教勢が

全国に比して高いことが数字の上でも判明しましたが、教区全体の教勢は総じて下降傾向に

あるように思えます。 

  現在、両別院のご修復が進んでおり、四年後には教区・両別院合同の宗祖七百五十回御遠

忌を迎えようとしております。両別院は私たちの先達が残して下さった堅固なご信心・願い

の形であり、このご修復は、今の私たちの信心の点検と修復・回復、ともいえるのではない

かと思います。 

  そうした認識の中で両別院の修復がすすめられ、御遠忌が新たな歩みの機縁となりますこ

とを願いつつ、教区及び両別院の運営に与えられた職務の中で全力を傾注させていただく所

存です。皆様方のお力添えを何卒よろしくお願い申し上げます。 

          

                 長浜教区会副議長 神坂 恵正 

 

向暑の候、各御寺院におかれましては益々御興隆のこととお喜び申し 

上げます。 

 この度の臨時教区会におきまして、図らずも副議長に選任されました。 

教区・両別院の宗祖聖人七百五十回御遠忌を目前に控える中、両別院建 

造物御修復が進められております。この大切な時期に、教法にも宗政や教区情勢にも無知無学

な私が選任され、戸惑いと責任の重さを痛感しております。 

 先頃より分析が進められております教勢調査からも伺い知ることが出来ますが、門徒戸数の

減少など、昨今の宗教を取り巻く状勢は極めて厳しい状況の中において、宗門におきましては

教区・組の改編問題の課題、教区におきましては両別院の御修復と宗祖御遠忌の勤修に向けて、

多くの検討課題がございます。今後、教区内外の皆様方のご指導をいただきながら、副議長の

責を務めさせていただきたいと思っております。どうぞあたたかいご支援ご協力を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 



○ ２０１３年度教区教化委員会「総会」報告 

去る６月２０日、教区教化委員会「総会」を開催し、２０１３年度教区教化事業の点検、反

省を行うとともに、２０１４年度教区教化方針（案）を策定し、次年度教区教化事業計画につ

いて協議をいたしました。 

本事業計画については、７月２４日開催予定の教区会・教区門徒会（通常会）にて承認後あ

らためて報告させていただきます。 

 

○ 教区教化委員等の改選について 

先般、教区教化委員会、教区坊守会（各組正副坊守会長）、教区婦人会の役員改選がおこな

われました。詳細は次月の管内月報にてお知らせします。 

 

○ 教務所長兼輪番の人事異動について 

６月３０日付の人事異動により、５年間その任にあった篠岡誓法長浜教務所長兼長浜別院･

五村別院輪番が能登教務所長に異動し、幽溪浩前長崎教務所長が当教区の教務所長並びに両別

院輪番に発令されましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離任挨拶                               篠岡 誓法 

このたび、６月３０日付にて能登教務所長に発令されました。２００９年６月２９日に長浜

教務所長・長浜別院輪番・五村別院輪番に命ぜられ、５年間にわたり教区内の皆様のお力添え

をいただき、その任をつとめさせていただきましたこと、厚く御礼申し上げます。 

特に、長浜・五村別院建造物修復整備事業につきましては、長浜別院山門横築地塀の修復、

五村別院大広間の修復、長浜別院台所門の修復、長浜別院鐘楼の修復、長浜別院山門の修復等

の工事に携わらせていただき、大変貴重な経験をさせていただきました。この御修復工事等で

感じさせていただいたことは、長浜教区の方々の別院にかける思い、仏法を大切に相続し、後

の方々へ伝えていかなければならないという強い願いを感じさせていただきました。また、そ

の願いに後押しされ、微力ではありましたが私なりに尽くさせていただいたと思っておりま

す。 

当教区において、学ばせていただいたことを糧とし、今後の歩みを進めさせていただきたく

思っておりますと共に、長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌に向け

て着実な歩みがなされんことを念じまして、離任のご挨拶とさせていただきます。 合掌    

 着任挨拶                               幽渓 浩 

謹啓 梅雨の候 益々ご清祥にて為法ご精進のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、６月３０日付にて長浜教務所長・長浜別院輪番・五村別院輪番を拝命いたしまし

た。 

 もとより浅学菲才の身にてその職責の重さを痛感いたしている次第であります。皆様方のご

温情とご教示を賜りつつ微力ながら精一杯務めさせていただく所存でございますので、何卒ご

指導ご鞭撻を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。 

 一々拝眉の上ご挨拶申し上げるのが本意でございますが、略儀ながら書中をもちまして着任

のご挨拶とさせていただきます。                        合掌 

                                        

夏中 

本堂縁側にて書籍販売いたします。 

お勤め・仏事に関するものなど、東本願寺発行の書籍を中心にご用意して

おります。 

お参りの際には、ぜひお手に取ってご覧ください！ 



長浜教区・両別院７月行事予定 

 

 

 

 

８月号掲載 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

7/1(火) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

2(水) 13:00 長浜別院夏中（～１０日） 長浜別院 

3(水) 5:40 暁天講座（～１０日） 長浜別院 

5(土) 

 18:00 

 19:00 

坊守会常任委員会 

第14組教区指定推進員養成講座 

教務所 

光覺寺 

8(火)  13:00 長浜別院夏中 相続講員物故者追弔会 長浜別院 

9(水) 13:00 長浜別院夏中 師徳奉讃法要 長浜別院 

10(木)  

11:00 

14:00 

募財･割当等に関する委員会 

教勢調査「教区報告学習会」 

五村別院 

五村別院 

12(土) 19:30 第 17組教区指定推進員養成講座 宿願寺 

14(月) 9:30 “花あかり”練習 教務所 

15(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

16(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

17(木) 

10:00 

13:30 

教区会参事会・教区門徒会常任委員会合同会議 

別院建造物修復整備委員会 

教務所 

長浜別院 

18(金) 13:30 両別院常議員会 長浜別院 

19(土) 19:00 第 14組教区指定推進員養成講座 浄圓寺 

20(日) 18:00 第 16組教区指定推進員養成講座 浄願寺 

23(水) 

 9:30 

10:00 

“花あかり”練習 

両別院院議会 

五村別院 

長浜別院 

24(木) 10:00 教区会･教区門徒会合同会議 五村別院 

25(金) 19:30 部落問題研修会 教務所 

28(月) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ 教務所 

31(木) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

8/2(土) 

13:30 

19:00 

坊守会総会 

第14組教区指定推進員養成講座会 

教務所 

念力寺 

5(火) 13:00 夏中（～１０日） 五村別院 

6(水) 

 5:40 

13:00 

15:00 

暁天講座（～１０日）                

正副組長・組門徒会長会 

宗会報告 

五村別院 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 
第１６組 岩隆寺 坊 守 大田  紗織（２０１４年６月  ６日 命終） 

第１３組 西元寺 前坊守 横山  玲子（２０１４年６月１９日 命終）（以上敬称略） 

 

教務所 事務休暇のお知らせ 

８月１２日（火）～１５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 

 

《同封書類》 （１）五村別院夏中案内ポスター・日程表他 （２）研修会チラシ １部（３）坊守会だより １部 以上 



○ 教区教化委員の改選について 

下記のとおり選定されましたのでお知らせします。 

（敬称略／任期：２０１４年６月１日～２０１７年５月３１日） 

○ 教区婦人会の改選について 

（敬称略／任期：２０１４年４月１日～２０１７年３月３１日） 

○ 各組正副坊守会長の改選について 

（敬称略／任期：２０１４年４月１日～２０１７年３月３１日） 

 

 


