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教務所開所時間 平日 8：30～17：00 発行人／長浜教務所長 幽溪 浩 

２０１４年７月２４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） 

記 

第 1 号  ２０１３年度長浜教区教化事業報告 

第 2 号  ２０１３年度長浜教区事業費会計歳入歳出決算書 

第 3 号  ２０１３年度長浜教区共済特別会計収支計算書 

第 4 号  ２０１３年度長浜教区非常事態対策費会計収支計算書 

第 5 号  ２０１３年度長浜教務所員役宅整備特別会計収支計算書 

第 6 号  ２０１３年度長浜教区伝道車買換会計収支計算書 

第 7 号  ２０１３年度長浜教区運営積立金会計収支計算書 

第 8 号  ２０１３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  ２０１３年度長浜教区図書購入積立金会計収支計算書 

第10号  ２０１３年度長浜教区出版物会計収支計算書 

第11号   ２０１３年度長浜教区災害救援特別会計収支計算書 

第12号   ２０１３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・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌委員会規程制定の件 

第 14号  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特別会計規程制定の件 

第15号  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資金規程制定の件 

第16号  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総計画（案）並びに２０１４年度 

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特別会計歳入歳出予算（案） 

第17号  ２０１４年度経常費の御依頼割当に関する件 

第18号  ２０１４年度教区費の御依頼割当に関する件 

第19号  ２０１４年度長浜教区教化事業計画 

第20号  ２０１４度長浜教区事業費会計歳入歳出予算 

第21号  長浜・五村別院建造物修復整備事業会計に関する件 

①２０１３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 

③２０１４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 

○ 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。ご確認く

ださい。 

２０１４年度 教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議開催 

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 



 

 

     ２０１４年４月１日から６月３０日までに、２０１３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 嚴因寺 法善寺 敬永寺   第１８組 傳正寺 景流寺 満德寺 

 正恩寺 真廣寺 浄念寺    光現寺   

第１４組 德明寺 願浄寺    第２０組 玉泉寺   

第１５組 淨琳寺 一心寺    第２１組 西光寺 禮信寺  

第１６組 蓮澤寺 恭敬寺 德満寺   第２２組 正傳寺   

 歸命寺 浄願寺    第２４組 殘景寺   

第１７組 宗元寺 德藏寺 觀念寺   敦 賀 組 髙照寺 高雲寺 意力寺 

 

○ 教区教化委員の改選について 

教区教化委員が、下記のとおり選定されましたのでお知らせします。 

任期：２０１４年６月１日～２０１７年５月３１日 

小委員会 氏 名 組 所属寺院  小委員会 氏 名 組 所属寺院 

伊吹 惠鐘 21 本覺寺  平塚 萬里子 15 安浄寺 

神坂 恵正 14 浄圓寺  藤  晃祐 18 忍法寺 

中村 正勝 15 浄琳寺  野寺 義浩 20 玉泉寺 

企 

画 

室 

籠  正義 敦賀 量泉寺  早嵜 和典 22 要誓寺 

京極 眞了 12 即徃寺  高月 直子 23 勝德寺 

堀澤 俊行 13 念願寺  美濃部 真弓 24 來入寺 

陵木 法子 14 長願寺  

青 

少 

幼 

年 

研 

修 

武生 克幸 敦賀 西雲寺 

千田 みのり 16 願隨寺  大野 龍天 13 栁岸寺 

小堀 美智枝 18 蓮受寺  大谷 升美 16 西光寺 

佐藤 千絵 18 満德寺  澤面 宣了 16 浄願寺 

新田 専信 22 佛心寺  藤  知行 17 金蓮寺 

寺 

族 

研 

修 

髙岡  淳 敦賀 唯願寺  大村  治 19 本德寺 

川口  徹 12 永福寺  富永 八郎 19 妙香寺 

春近  寛 14 皆念寺  玉樹 たまき 20 西照寺 

西阪  眞 15 西福寺  浅見 朱美 22 正賢寺 

伊吹 比沙枝 17 宗元寺  

社 

会 

研 

修 

谷  寿子 24 誓海寺 

佐藤 義成 18 満德寺  

中濱 顯文 20 白櫻寺  

笹原 絹子 20 唯願寺  

高知 仙子 23 正観寺  

（敬称略） 

 

藤田  勲 24 猶存寺      

門 

徒 

研 

修 

福井 秀令 敦賀 高德寺      

２０１３年度経常費完納御礼 

 

東本願寺の本東本願寺の本東本願寺の本東本願寺の本    

教務所で頒布中！ 

法蔵館の本など 

取り寄せも可能です。 

お気軽にお申し付け 

ください。 



○ 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。２０１４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。 

 

○「長浜教区東日本大震災 救援物資」勧募のお願い 

別添チラシのとおり、本年も１１月上旬東北の被災地にお米、飲料水をお届けします。皆様

のご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【得度】 

第１３組 光運寺  黒田   千鶴（２０１４年６月７日受式） 

第１２組 聞信寺  几     寛美（２０１４年７月７日受式） 

【住職任命】 

第１５組 一心寺  護    嵓（２０１４年７月２８日任命） 

第１７組 存光寺  佐野  直子（２０１４年７月２８日任命） 

第２３組 宿善寺  井口  昭宏（２０１４年７月２８日任命） 

第２４組 報春寺  東野 恵利子（２０１４年７月２８日任命） 

敦 賀 組 隆法寺  興法 慶実 （２０１４年７月２８日任命） 

【住職代務者任命】 

第１８組 極樂寺  宮尾  卓 （２０１４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１３組 真入寺 住職 伊藤 尚典（２０１４年７月６日命終） 以上 敬称略 

２０１５年の年間書注文の早期取りまとめを行っております。 

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、注文が

お済みでない方はお急ぎください！ 

７月中旬に各寺院へお送りした注文用紙にご記入いただき、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』 

年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？ 

△写真は２０１４年版 

カレンダーです。 

研修会のお知らせ 



長浜教区・両別院８月行事予定 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

8/2(土) 

13:30 

19:00 

組坊守会正副会長総会 

第１４組教区指定推進員養成講座 

教務所 

念力寺 

5(火) 13:00 五村別院夏中（～１０日） 五村別院 

6(水) 

5:40 

13:00 

14:30 

15:00 

五村別院夏中 暁天講座（～１０日） 

正副組長・正副組門徒会長会 

東日本大震災復興支援チーム会議 

宗会報告会 

五村別院 

五村別院 

五村別院 

五村別院 

8(金) 

10:30 

15:00 

御坊さんお勤め講習会 

教務所長巡回（第１５組） 

長浜別院 

長浜別院 

9(土) 13:30 教務所長巡回（敦賀組） 髙徳寺 

10(日) 13:00 師徳奉讃法要 五村別院 

12(火) 15:15 教務所長巡回（第１２組） 眞廣寺 

16(土) 

19:00 

 

第１４組教区指定推進員養成講座 

大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回（～１８日） 

福泉寺 

 

17(日) 

9:00 

11:00 

15:30 

18:00 

教務所長巡回（第２０組） 

教務所長巡回（第１７組） 

教務所長巡回（第１６組） 

第１６組教区指定推進員養成講座 

養本寺 

観念寺 

憶念寺 

遍増寺 

18(月) 10:00 教務所長巡回（第１８組） 蓮光寺 

19(火) 

11:00 

19:00 

永代経祥月法要 

教務所長巡回（第１４組） 

長浜別院 

願浄寺 

20(水) 

11:00 

14:30 

永代経祥月法要 

教務所長巡回（第２３組） 

五村別院 

元龍寺 

21(木) 15:00 教務所長巡回（第２１組） 樂入寺 

23(土) 11:00 教務所長巡回（第１３組） 大久寺 

24(日) 

15:00 

19:00 

19:30 

教務所長巡回（第２２組） 

教務所長巡回（第２４組） 

第１７組教区指定推進員養成講座 

真宗寺 

來入寺 

願善寺 

27(水) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

29(金) 

9:30 

19:00 

“花あかり”総会  

暁天講座講師反省会 

五村別院 

教務所 

30(土) 14:00 教務所長巡回（第１９組） 五村別院 

9/2(火) 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）救援物資提供依頼チラシ １部 （５）教区坊守会案内 封筒（黄色）１部 （６）首都圏仏事代行チラシ１部   

（７）しんらん講座チラシ 1部                                        以 上 

 

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 



 

9月号へ 

○ 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） 

 

 

 

 

 


