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○ 宗派経常費年末完納について
２０１５年度の宗派経常費年末完納締切が２０１６年１月２０日（水）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に伺います。ご不在の場合、配布物については、ポス
ト、玄関先等に置かせていただきますのでご容赦ください。
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。

12/7(月) 第１４組・第１６組・第１９組

12/11(金) 第２１組・第２２組

8(火) 第２０組・敦賀組

15(火) 第１５組

9(水) 第１３組・第１７組

16(水) 第２３組・第２４組

10(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。

なお、第２３組・第２４組については、先月の「月報」にて、１２月１４日とご案内いたし
ましたが、１２
１２月
１６日に変更いた
変更いたし
ましたので、
承知おきください。
１２月１６日
いたしましたので
ので、ご承知おきください
おきください

○ ２０１６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、
２０１６年１月１５日
（金）
午前１０時から五村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。

○教務所事務休暇のお
教務所事務休暇のお知
のお知らせ○
らせ○
２０１５年
２０１５年１２月
１２月２９日
２９日（火）～２０１６
）～２０１６年
２０１６年１月５日（火）
上記の期間、年末年始事務休暇とさせていただきます。
緊急連絡先 長浜教務所プリペイド携帯 ０８０-６１８４-３４７８

２０１６年
２０１６年１月１５日
１５日（金）
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 五村別院

０７４９－７３－３１３３

○ 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。

１１月２日（月）～５日（木）に、皆様から提供いただきました「お米」を東北の被災地
に直接お届けしました。ご協力くださいましたことを厚く御礼申し上げます。
なお、活動報告書は、発行ができ次第『管内月報』とともに各寺院１部ずつ同封いたしま
すが、別途必要な場合は、同封
同封のハガキ
同封のハガキにて
のハガキにて必要部数
にて必要部数を
必要部数を記入いただき
記入いただき、
いただき、１２月
１２月２２日
２２日までに
教務所に
教務所にお知らせください。
らせください
また、お米を受取られた方からお礼状が届いておりますのでご紹介します。
晩秋の頃となり、報恩講も近づいてまいりまし
た。（中略）
私共は昨年仮店舗を出して、流出した場所近く
の高台に店を新築し、家業にがんばっておりま
す。又近所に住んでいた被災者の方々もようや
く災害公営住宅が完成して、仮設住宅より引越
しした人達もおります。
今年は水産の町大船渡は、するめいか、さんま、
さけと不漁が続ききびしい年です。
復興事業も資材の高騰、人材不足などで、大分
遅れるようですが、一歩、一歩進むだけです。
長浜の皆様に感謝しつつ、お仏飯とお華を供え、
お内仏でお正信偈をあげました。
岩手県 大船渡市 女性

紅葉も過ぎ、日々寒さ増す季節となりました。
御縁を頂いた皆様いかがお過ごしでしょうか？
あの日から毎年おいしい貴重な米を送り続けて
頂き感謝申しあげます。
メッセージ文面「会ったことも話したこともな
いあなた、つながれることができた・・・」と
あり胸熱く感じて居ります。まだ、避難生活で
作物も作れずにいます。
こちらこそつながれたことに感謝致します。
福島県 南相馬市 女性

紅葉もそろそろ終わり北の方から雪の便も・・
一日ごとに寒さが増してくる今日この頃です
この度は美味しいお米を有難うございました。
農家の人達が手塩にかけて収穫した米を私達に
いただいてとても恐縮に思っています。
本当に感謝です。
私達の小高も来年は避難が解除になる予定です
専業農家ですので農家（しいたけ栽培）を再開
したいです。
寒さ厳しくなります。
どうぞ皆様も健康に注意されて下さい。
福島県 南相馬市 男性
女性

今年もお米を頂き本当にありがとうございます。
三年間にわたり、本当に助かります。私は仮設
住宅で一人住まいなので、人様のご縁に助けら
れ日々を過ごしております。
お米おいしかったです。
福島県 南相馬市 女性

○ 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
会
内
講
講

時
場
容
師
題

２０１６年３月６日（日）午後１時から
「滋賀県立文化産業交流会館」1 階 イベントホール
和訳正信偈講習会、講演
宮崎 幸枝氏（医療法人精光会みやざきホスピタル理事長・副院長）
人生の解決とは「お浄土があってよかったね」

○ 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

○ 研修会等のお
研修会等のお知
のお知らせ

お誘いあわせのうえ、ご参加ください

■聖教学習会
１２月７日（月）１９時～
講師：延塚 知道氏（大谷大学特別任用教授）
内容：教行信証総説
場所：長浜教務所２階 参加費：１０００円
■教区部落問題研修会 ！１２月
１２月の開催予定日が
開催予定日が変更になりました
変更になりました！
になりました！
１２月１８日（金）１９時３０分～
テキスト「響」輪読・座談・ビデオ学習など
場所：長浜教務所２階 参加費：無料

出版コーナー
出版コーナーから
本山書籍のほか、法蔵館の本など、ご要望があれば取り寄せもいたします。

「親鸞『
親鸞『教行信証』
教行信証』
（現代語訳）
」
2000
現代語訳）
2000 円
鈴木大拙氏英訳の『教行信証』を現代
日本語訳。現代の日本人が通読できる
新たな『教行信証』の形。

「お聖教に
聖教に学ぶ２勧衆偈
ぶ２勧衆偈」
勧衆偈」
蓬茨祖運
400
400 円
「願以此功徳」の回向の出典としても
なじみの深い「勧衆偈」のこころ。

長浜教区・両別院１２月行事予定
期日

時刻

行

事

内

容

会 場

年末各寺院巡回（第１４組・第１６組・第１９組）
7(月)

13:30 花あかり「音楽交流会」

虎姫公民館

19:00 聖教学習会

教務所

年末各寺院巡回（第２０組・敦賀組）
8(火)
16:00 保護司研修会
9(水)

教務所

年末各寺院巡回（第１３組・第１７組）

10(木)

年末各寺院巡回（第１２組・第１７組・第１８組）

11(金)

年末各寺院巡回（第２１組・第２２組）
9:30 花あかり練習

長浜別院

14(月)
16:00 教化委員会「企画室」

教務所

年末各寺院巡回（第１５組）
15(火)
11:00 永代経祥月法要

長浜別院

年末各寺院巡回（第２３組・第２４組）
16(水)
11:00 永代経祥月法要

五村別院

18(金)

19:30 教区部落問題研修会

教務所

21(月)

14:00 教化委員会「企画室」

教務所

22(火)

教務所大掃除

教務所

29(火)～
2016.1.15

教務所事務休暇（1 月 5 日迄）
10:00

教区・五村・長浜両別院合同新年互礼会

五村別院

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

【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 西光寺 前坊守 大谷 和子 （２０１５年１１月２６日 命終）
【代務者任命】
第１７組 永勝寺
大村
治 （２０１５年１１月２５日 任命）
（以上 敬称略）

【同封書類】
（1）東日本大震災 復興支援物資搬送報告書申し込みハガキ
（2）連区坊守研修（案内）

以 上

