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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。 

２０１４年度分の「宗派経常費」御依頼額を教区として完納いただきました。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 （２０１５年６月３０日現在） 

２０１４年度宗派経常費御依頼額 ６５，７２２，０００円 

同 収納額    ７９，８８７，６８５円（１２１．５％） 

 

 

２０１４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。 

２０１４年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金（２０１５年６月３０日現在） 

予算額 ４７，２１７，７００円 

収納額 ４５，７０２，０６６円（９６．８％） 

 

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。 

２０１５年度宗派経常費御依頼額 ６６，４７３，０００円 

（２０１４年度比 ７５１，０００円増） 

○ 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（木）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４日（火）午後３時から ◇ 場 所 教務所２階仏間 

◇ 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 
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いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 

２０１４年度宗派経常費教区完納の御礼 

２０１４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 

２０１５年度宗派経常費について 



○ ２０１４年度教区教化委員会「総会」報告 

 

６月１９日、教区教化委員会「総会」を開催いたしました。「総会」において、２０１４年度

教区教化事業の点検、反省を行うとともに、別紙のとおり長浜教区教化研修方針を構築し、次年

度教区教化事業について計画をいたしましたので、お知らせします。 

本件については、７月２３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。 

 

２０１５年度教区教化事業計画（案）〔主な事業のみ掲載〕 

〔企画室〕 

事業名 テーマ・内容 

同朋大会 2016 年 5 月 15 日（日）・滋賀県立文化産業交流会館（テーマ、内容未定） 

男女共同参画推進に 

関する協議会 

組門徒会員のみならず、あらゆる場における男女共同参画推進について

検討する。 

東日本大震災復興支援

物資勧募並びに搬送 

教区内寺院、門徒より復興支援物資を提供いただき、復興支援チームの

方他が東北 3 県の被災地に直接持参する。復興支援活動を通じ被災者と

の交流を図る。 

〔寺族研修小委員会〕 

事業名 テーマ・内容 

聖教学習会 

（年 4 回開催） 

「教行信証」総説。教学の研鑚を通じ、自信教人信の誠を尽くす僧侶を育

成する。指定同朋の会教導･補導学習会を兼ねる。 

親鸞サークル SOS 

寺族育成のため、最も身近な「真宗大谷派勤行集(赤本)」所収の和讚を順

次学習する。指定同朋の会教導･補導学習会を兼ねる。 

〔門徒研修小委員会〕 

事業名 テーマ・内容 

推進員養成講座 

各寺院における「同朋の会」の結成と展開の中核を担う推進員の養成なら

びに、講座に関わるスタッフの育成を願いとして 13・20・23 組の各組で実

施。 

指定同朋の会推進事業 

第４次推進員養成講座と連動して、推進員の活動の場を開くとともに、僧侶

と門徒との共なる学びを実践する。2018 年度までを先行・準備期間として

順次「指定同朋の会」事業を展開する。本年は 12・14・16・17・敦賀組の各

組で実施。 

また、全ての教区教化事業が本事業との連携を明確にし、本事業の推

進に資するよう計画立案する。 

〔青少幼年研修小委員会〕 

事業名 テーマ・内容 

花まつり子ども大会 

釈尊誕生をご縁に地域児童の教化を図る。2016 年 5 月 3 日、長浜別院に

て開催。 

子ども報恩講 

宗祖の恩徳を確かめ、地域児童の教化を図る。2015 年 10 月 12 日、五村

別院にて開催。 

〔社会研修小委員会〕 

事業名 テーマ・内容 

教区部落問題研修会 

本年度は 2016～2017 年度実施「解放特伝」の準備年度とし、宗務所解放

運動推進本部との協議会を開催してカリキュラム作りを行う。組研修会の下

支えとなるよう連携を重視して進める。 



○ 大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回の実施について 

  大谷大学児童文化研究会の方々が８月１８日（火）～２０日（木）、サークル活動の一環 

として、ご要望のある教区内寺院を巡回していただきます。日曜学校や子ども会の思い出づ  

くりにご活用ください。詳細は寺院宛同封のご案内をご参照ください。 

○ ２０１５年度「真宗本廟子ども奉仕団」について 

下記のとおり、真宗本廟子ども奉仕団の参加者を募集しております。お誘いあわせ、ぜひ

ご上山ください。詳細は『真宗』、同朋新聞をご参照ください。 

◇ 期  日  第１回 ２０１５年７月２６日 (日)～ ２７日（月）【１泊２日】 

 第２回 ２０１５年７月２９日（水）～３１日（金）【２泊３日】 

第３回 ２０１５年８月 ５日（水）～ ６日（木）【１泊２日】 

第４回 ２０１５年８月１９日（水）～２１日（金）【２泊３日】 

※第３回は定員に達しました。 

○ 東日本大震災 復興支援ご協力ありがとうございました。 

昨年１１月にお米をお届けした方からたくさんのお礼状をいただきました。長期的に支援を

行いたく、本年秋に、昨年同様復興支援物資を実施します。詳細は次月の月報にてお知らせい

たしますので、引き続きご協力くださるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日先日先日先日はおはおはおはお米米米米をいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございました。。。。震災前震災前震災前震災前はははは自作自作自作自作でおでおでおでお米米米米をををを作作作作っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、

家族家族家族家族もバラバラでもバラバラでもバラバラでもバラバラで気持気持気持気持ちもちもちもちも冷冷冷冷えきっえきっえきっえきっているているているている中中中中、、、、心心心心あたあたあたあたたたたたまるまるまるまる贈贈贈贈りりりり物物物物、、、、ありがとうございましありがとうございましありがとうございましありがとうございまし

たたたた。。。。おおおお米米米米のありがたさをのありがたさをのありがたさをのありがたさを身身身身にしみてにしみてにしみてにしみて実感実感実感実感いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。感謝感謝感謝感謝いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市    女性女性女性女性    

                                                                                                                

    昨年昨年昨年昨年はおはおはおはお米米米米をいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございました。。。。前前前前へへへへ前前前前とととと少少少少しずつですがしずつですがしずつですがしずつですが、、、、進進進進もうとしてもうとしてもうとしてもうとして

いますがいますがいますがいますが、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ元元元元には・・・には・・・には・・・には・・・。。。。家族家族家族家族もももも別々別々別々別々のののの生活生活生活生活がががが始始始始まったのがまったのがまったのがまったのが、、、、１１１１番番番番のののの心心心心のののの痛痛痛痛みですみですみですみです。。。。

今年今年今年今年のののの正月正月正月正月４４４４年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに全員全員全員全員でででで写真写真写真写真をとりましたがをとりましたがをとりましたがをとりましたが、、、、皆皆皆皆のののの顔顔顔顔もももも様々様々様々様々でででで震災時震災時震災時震災時にににに生生生生まれたまれたまれたまれた孫孫孫孫もももも４４４４

歳歳歳歳、、、、小学生小学生小学生小学生がががが高校生高校生高校生高校生にとにとにとにと。。。。夢夢夢夢のあるのあるのあるのある福島福島福島福島になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。            南相馬南相馬南相馬南相馬市市市市    女性女性女性女性    

                                                                                                                                            

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 
第１５組   圓法寺 前坊守 吉田  孝子  （２０１５年６月 １日 命終） 

第２０組    西入寺 前住職 錦   秀芳  （２０１５年６月 ３日 命終） 

第１３組    專了寺 前住職 菅原    實  （２０１５年６月 ４日 命終） 

第１９組  常善寺 住  職 河村  俊明  （２０１５年６月 ５日 命終） 

第１２組   光常寺 住  職  長尾  豐治  （２０１５年６月１０日 命終） 

【得度】 

第２１組  念慶寺 速水  静流  （２０１５年６月 ７日 受式） 

第２１組  念慶寺  速水  思惟   （２０１５年６月 ７日 受式） 

【代務者任命】 

第１２組 法雲寺 宇野 慶壽 (２０１５年６月２５日 任命) 

第１３組    入善寺 房岡 文成 （２０１５年６月１０日 任命） 

第２０組     良善寺 細川  顕 （２０１５年６月２６日 任命） 

第２０組    西善寺 蓮  智弘 （２０１５年６月２０日 任命） 

第２２組     真立寺 藤本 永照 （２０１５年６月２６日 任命） 

第２２組    正傳寺 速水 賢昭 （２０１５年６月２５日 任命） 

第２２組    金光寺 吉武 宗壽 （２０１５年６月２５日 任命） 

第２４組     景好寺 秦  信映 （２０１５年６月２０日 任命） 

敦 賀 組    西願寺 巖  隆夫 （２０１５年６月２６日 任命） 

                                  （以上 敬称略） 

 



《同封書類》 （１）五村別院夏中案内ポスター・日程表他 （２）日曜学校巡回案内 １部 

（３）坊守会だより １部 （４）滋賀同宗連機関紙『一窓』 １部  

（５）仏教文化研究所案内チラシ １部 

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！ 

２０１６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。 

8 月 7 日（金）までにお申込の場合は、送料が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』 

長浜教区・両別院７月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

7/2(木) 13:00 長浜別院夏中（～１０日） 長浜別院 

3(金) 5:40 暁天講座（～１０日） 長浜別院 

8(水)  13:00 長浜別院夏中 相続講員物故者追弔会 長浜別院 

9(木) 13:00 長浜別院夏中 師徳奉讃法要 長浜別院 

10(金)  16:00 募財･割当等に関する委員会 教務所 

14(火) 

9:30 

14:00 

合唱団“花あかり”練習 

東日本大震災復興支援チーム会議 

五村別院 

教務所 

15(水) 

10:30 

11:00 

御坊さんお勤め講習会 

永代経祥月法要 

長浜別院 

五村別院 

16(木) 

10:00 

14:00 

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 

17(金) 13:00 両別院常議員会 長浜別院 

21(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

22(水)  10:00 両別院院議会 長浜別院 

23(木) 10:00 教区会･教区門徒会合同会議 教務所 

24(金) 14:00 坊守会常任委員会 教務所 

30(木) 9:30 合唱団“花あかり”練習 五村別院 

31(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

8/1(土) 14:00 坊守会総会 教務所 

4(火) 

13:00 

15:00 

正副組長・組門徒会長会 

宗会報告 

教務所 

5(水) 13:00 夏中（～１０日） 五村別院 

6(木) 5:40 暁天講座（～１０日） 五村別院 

7(金) 15:00 両別院離脱問題資料整理委員会 教務所 

教務所 事務休暇のお知らせ 

８月１２日（水）～１４日（金）夏季休暇とさせていただきます。  

緊急連絡先 （080）6184-3478 教務所プリペイド携帯電話〔期間中のみ通信可能〕 

 


