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○ 宗派経常費年末完納について
２０１４年度の宗派経常費年末完納締切が２０１５年１月２０日（火）までとなります。
何卒ご完納いただきたくよろしくお願い申し上げます。

○ 年末各寺院巡回を実施します。
下記のとおり、各寺院へ年末のご挨拶を兼ねて、教化冊子「真宗の生活」
（2015 年版）
を「寺院御依頼門徒指数」の倍数分を教務所員及び別院職員がお届けいたしますので、新
年に配布くださるようお願いします。
（但し、年間書とともに注文いただいた寺院を除く。
）
ご不在の場合は、ポスト、玄関先等に置かせていただきますことご了承ください。
また、例年配布しております法語ポスターは、今年度より作成を中止いたしました。あ
しからずご容赦ください。ついては、東本願寺発行の『掲示伝道法語セット 12 枚綴 1,000
円』を教務所にて頒布しておりますのでご利用ください。
その他、巡回の際、ご用命がございましたらお申し付けください。
12/8（月） 第１４組・第１６組・第１９組
9（火） 第２０組・敦賀組
10（水） 第１３組・第１７組

12/12（金） 第２１組・第２２組
15（月） 第２３組・第２４組
16（火） 第１５組

11 (木) 第１２組・第１７組・第１８組
※ 日程は都合により変更することがあります。

○ ２０１５年 教区・五村・長浜両別院合同新年互礼会について
標記新年互礼会を、
２０１５年１月１５日
（木）
午前１０時から長浜別院にて開催します。
詳細は『管内月報』１月号にてお知らせします。日程を調整いただき、お誘いあわせご参加
ください。

○ ２０１５年 春期教師試験検定について
下記のとおり実施します。詳細につきましては、
『真宗』１２月号８４頁を参照ください。
◇ 期
間
２０１５年３月２日（月）～３日（火）
◇ 場
所
真宗大谷派宗務所
◇ 科
目
真宗学・仏教学・教化・声明作法・法規・口述試問
◇ 受付期間
２０１５年１月２６日（月）～２月４日（水）までに冥加金及び願
書等必要書類を教務所へ提出ください。
◇ 検定冥加金
６０，０００円（科目受験の場合は、１科目につき１２，０００円）

○ 真宗教団連合滋賀県支部主催「真宗のつどい」について
真宗教団連合滋賀県支部主催の「真宗のつどい」が下記のとおり開催されます。日程を調
整いただきお誘いあわせご参加ください。詳細は『管内月報』１月号にてお知らせします。
◇ 日 時 ２０１５年２月８日（日）午後１時から４時まで
◇ 場 所 滋賀県野洲市 野洲文化ホール（ＪＲ野洲駅南出口すぐ）

○ 東日本大震災 復興支援物資ご協力ありがとうございました。
別紙のとおり、１１月１１日（火）～１３日（木）に、皆様からご提供いただきました「お
米」
、
「飲料水」を東北の被災地に直接お届けいたしました。ご協力いただきましたこと厚く
御礼申し上げます。詳細は次月送付予定の報告書（別刷パンフレット）をご覧ください。
また、各寺院におかれましては、提供いただいたご門徒に報告書（別刷パンフレット）を
配布するなどで別途必要な場合は、あらかじめ必要部数を教務所までお知らせください。次
月以降必要部数を送付いたします。
なお、今後も、仙台教務所（現地復興支援センター）と連携し、継続した復興支援活動
を展開してまいります。詳細は次年度当初にお知らせいたしますので、より一層のご協力
をお願いいたします。
また、お米をお届けした方からお礼状が届いておりますのでご紹介します。
先日は、お米をお届けいただきあり
がとうございました。来年は作付けし
たいと思っておりますが、除染が終わ
らないと何とも言えません。（中略）
重ねて厚く御礼申し上げます。
福島県 南相馬市 男性

先日は、誠に結構なお品をご惠贈い
ただき厚く御礼申し上げます。早速、
滋賀県の新米をおいしくいただきまし
た。仮設住宅住民も、震災後四年目に
入り、復興公営住宅に入居する方、元
の土地に新築、リフォームして住む方
など少しずつでありますが、前に進ん
でいる現状です。私はおかげさまで元
気に暮らしていますので、何卒ご休心
ください。

宮城県 仙台市 男性

先日、お寺を通じてお米をいただき
ありがとうございました。忘れずに気
にかけていただける方がいらっしゃる
ということだけでも心強く嬉しく思い
ます。感謝の気持ちでごちそうになり
ました。
ありがとうございます。
宮城県 気仙沼市 女性

○ 宗教法人事務所備付書類の提出について
各宗教法人には、毎会計年度終了後４ヵ月以内に役員名簿及び財産目録等を作成し、所
轄庁たる県知事あてに提出することが宗教法人法により義務づけられております。この期
限までに提出されない場合には、代表役員、もしくは代表役員代務者に１０万円以下の過
料が処せられますので十分ご留意ください。
なお、提出書類の雛型を紛失された法人（寺院）は、教務所にお申し出いただくか、滋
賀県、福井県各県のホームページからダウンロードください。
≪届出書類の提出先≫
（第１２組から第２４組）
〒520-8577 大津市京町４丁目１番１号
滋賀県総務部総務課 私学･宗教法人・県立大学担当
電話 （077）528-3115
（敦賀組）〒910-8580 福井市大手３－１７－１ 福井県総務部情報公開・法制課
電話 （0776）20-0246

２０１５年長浜教区同朋大会
２０１５年長浜教区同朋大会について
年長浜教区同朋大会について
同朋大会を下記のとおり開催します。会場の都合により例年と変更となります。
あらかじめご予定くださるようお願いいたします。
◇ 期 日 ２０１５年５月１０日（日）１２時３０分 受付～１６時３０分 閉会
◇ 場 所 滋賀県立文化産業交流会館（米原市）

○ 寺院をねらった窃盗事件にご注意ください！！
例年、特に年末・年始に寺院をねらった窃盗被害が多数発生しています。ご注意ください。
防犯対策として、在宅中でも施錠をする。センサーライト、防犯ブザーを設置する。夜間物
音がしたり、不審者を見かけたら、ためらわず直ちに警察に通報（１１０番）ください。

目
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頭や姿を見られる

明るく照らされる

時間

警報音など大きな音を出す

侵入に時間がかかる

【敬弔】
生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
第１２組 善仁寺 前住職 後藤 法泉 （２０１４年１１月 ５日 命終）
第１７組 宿願寺 前坊守 藤井 登代子（２０１４年１１月１１日 命終）
第１４組 通念寺 住 職 成瀨 得雄 （２０１４年１１月２２日 命終）
【住職代務者任命】
第２１組 慶善寺

對月 慈照

（２０１４年１０月２８日 任命）
（以上 敬称略）

教務所 年末・年始事務休暇のお知らせ
１２月２９日（月）～１月５日（月）を事務休暇とさせていただきます。
緊急連絡先 長浜別院

０７４９－６２－００５４

三輪清文主事 ０５８４－４３－５４０６（大垣教区 三倫寺）

教務所 事務休暇のお知らせ
１月１５日（木）は教区・五村・長浜別院合同新年互礼会のため、事務休暇とさせ
ていただきます。
緊急連絡先 長浜別院

０７４９－６２－００５４

長浜教区・両別院１２月行事予定
期日

時刻

12/2（火） 13:00
14:00
3(水)
15:30
16:30
6(土)
8(月)
9(火)
10(水)
11(木)

行

事

内

容

坊守会常任委員会
教区教化委員会「企画室」
「東日本大震災復興支援物資搬送報告書」編集会議
「東日本大震災復興支援物資搬送」反省会

9:00 教区坊守学習会
19:00 聖教学習会
年末各寺院巡回（第１４組・第１６組・第１９組）
年末各寺院巡回（第２０組・敦賀組）
年末各寺院巡回（第１３組・第１７組）
年末各寺院巡回（第１２組・第１７組・第１８組）
9:30 “花あかり”練習
15:00 組長･組門徒会長会合同会

12(金)

年末各寺院巡回（第２１組・第２２組）

15(月)

年末各寺院巡回（第２３組・第２４組）
年末各寺院巡回（第１５組）
11:00 永代経祥月法要
11:00 永代経祥月法要
15:00 組門徒会研修会講師会

16(火)
17(水)

会 場
教務所
教務所
教務所
教務所
五村別院
教務所

五村別院
教務所

長浜別院
五村別院
教務所

18(木)

16:00 保護司研修会

教務所

19(金)

13:30 教区会参事会･教区門徒会常任委員会
14:00 第３回門徒戸数調査に向けた説明会
19:30 部落問題研修会

教務所
教務所
教務所

25(木)

教務所事務納め

教務所

26(金)

教務所大掃除

教務所

12/29～1/5

教務所事務休暇

教務所

2015.1.15

教区･五村･長浜両別院合同新年互礼会

長浜別院

五村・長浜別院 年末・年始行事
五村別院
12 月 20 日
29 日
31 日
1月 1日
5日

煤払い
鏡餅つき
歳暮勤行
修正会 午後 2 時
鏡開き

長浜別院
12 月 26 日 煤払い
28 日 鏡餅つき・立華
31 日 年末・年始荘厳（お飾り）
歳暮勤行
1 月 1 日 修正会 午前 0 時 30 分
5 日 鏡開き

【同封書類】
（1）復興支援物資搬送について（報告） 1 部 （2）組門徒会員選定に関するしおり １部
（3）研修会・学習会案内チラシ
２部 （4）両別院納骨志改定のお知らせ
１部
以 上

