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○○○○    ２０１２０１２０１２０１５５５５年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼     

２０１５年１０月１日から２０１５年１２月３１日までに、本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。次回は５月の月報にてご寺院をご披露

させていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます 

 

第１２組      第１９組     

緑苔寺 善仁寺 正覺寺 一念寺 聞法寺 念信寺 圓融寺 勝圓寺 浄行寺 了見寺 

     還来寺 覺法寺 正福寺 常善寺 妙香寺 

第１３組     准願寺      

智通寺 勝專寺 立勝寺 長恩寺 光專寺 第２０組     

慈圓寺 明秀寺 西元寺 聽信寺 翠巖寺 唯敎寺 宗信寺 唯願寺   

第１４組     第２１組     

慶雲寺 授法寺 福泉寺 極性寺   等光寺 念慶寺 常德寺 禮信寺 恩長寺 

第１５組     願敎寺      

吟松寺 心縁寺 西福寺   第２２組     

第１６組     緑映寺 善林寺 來通寺 正泉寺 佛心寺 

圓乘寺 岩隆寺 遍増寺 源光寺 西空寺 第２３組     

憶念寺 誓傳寺 浄覺寺 歸命寺 善照寺 正観寺 法受寺 保念寺 存法寺 長應寺 

教念寺     專心寺     

第１７組     第２４組     

碧藏寺 廣善寺 万傳寺   了覺寺 妙覺寺 本宗寺 雙林寺 證光寺 

第１８組     立圓寺 來入寺 明德寺 西德寺 明源寺 

了西寺 成満寺 蓮臺寺 玄龍寺 養泉寺 敦賀組     

慶德寺 蓮光寺 詫明寺 満德寺 即心寺 西誓寺 善行寺 了福寺 願立寺 蓮敎寺 

南流寺      浄賢寺 西願寺 了雲寺    

 

○○○○    真宗教団連合滋賀県支部主催真宗教団連合滋賀県支部主催真宗教団連合滋賀県支部主催真宗教団連合滋賀県支部主催「「「「真宗真宗真宗真宗のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」開催開催開催開催についてについてについてについて    

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。 

お誘いあわせてご参加ください。 

◇ 日 時 ２０１６年３月６日（日）午後１時から午後４時まで 

◇ 会 場 滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇ 内 容 和訳正信偈講習会、講演 

◇ 講 師 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） 

 ◇ 講  題 人生の解決とは「お浄土があってよかったね」 

 

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 
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○○○○    真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟（（（（東本願寺東本願寺東本願寺東本願寺）「）「）「）「御本尊還座式御本尊還座式御本尊還座式御本尊還座式」」」」・・・・「「「「阿弥陀堂御修復完了奉告法要阿弥陀堂御修復完了奉告法要阿弥陀堂御修復完了奉告法要阿弥陀堂御修復完了奉告法要」」」」・・・・    

「「「「春春春春のののの法要法要法要法要」」」」についてについてについてについて    
 
真宗本廟において、下記法要が厳修されます。有縁の方お誘いあわせいただきご参詣くだ

さい。 

３月３１日(木)  13:30～ 御本尊還座式 

４月  １日(金)  10:00～ 阿弥陀堂御修復完了奉告法要兼師徳奉讃法要 

４月 １日(金)～３日(日)  春の法要 

「長浜教区団体参拝用タスキ」（貸出用）が教務所にございます。ぜひご活用ください。 

    

○○○○    ２０１６２０１６２０１６２０１６年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会についてについてについてについて    

 

同朋大会を下記のとおり開催しますので、ご予定ください。 

◇ 期 日 ２０１６年５月１５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） 

◇ 講 師 森 達也氏（明治大学特任教授･映画監督） 

 

○○○○    門徒用授与物門徒用授与物門徒用授与物門徒用授与物についてについてについてについて    

宗祖聖人御影・蓮如上人御影（20代・30代）の取り扱いを開始いたしました。 

授与礼金は以下のとおりです。 

宗祖聖人 

御影 

20代 

金襴 26,000円 

蓮如上人

御影 

20代 

金襴 17,000円 

無金 17,000円 無金 12,000円 

30代 

金襴 26,000円 

30代 

金襴 17,000円 

無金 17,000円 無金 12,000円 

   授与希望の際は、教務所までご連絡ください。

 

○○○○    傷害保険傷害保険傷害保険傷害保険についてについてについてについて    

本年 1 月 1 日から、住職・代務者及び坊守（坊守籍簿登録済）の方々を対象とする傷害

保険（急激かつ偶然な外来の事故で、死亡もしくは後遺障害を被った場合の保険）に、宗

派の責任において加入し、寺院の福利厚生の更なる充実を図ってまいります。（加入加入加入加入にににに関関関関すすすす

るるるる手続及手続及手続及手続及びびびび保険料保険料保険料保険料をごをごをごをご負担負担負担負担いただくことはいただくことはいただくことはいただくことは一切一切一切一切ございませんございませんございませんございません） 

 つきましては、傷害保険の内容は下記のとおりですので、ご確認くださいますようお願

い申し上げます。 

  

◇ 対  象  住職・教会主管者・代務者・坊守籍簿坊守籍簿坊守籍簿坊守籍簿にににに登録登録登録登録されているされているされているされている坊守坊守坊守坊守    

◇ 補 償 額  死亡の場合 ３０万円 

        後遺障害の場合 後遺障害の程度に応じて、補償金額が算出されます 

◇ 手 続 き  外来の事故で、死亡もしくは後遺障害を被った場合は、教務所までご連

絡ください 

◇ 留意事項  病気による場合、津波・地震・噴火による災害、喧嘩・故意による怪我

は補償対象外です 

◇ 保険会社  東京海上日動火災保険株式会社 



 

○○○○    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    復興支援復興支援復興支援復興支援ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました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。そのお礼状が届いておりますので、先月号に引き続きご紹介いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 長浜別院長浜別院長浜別院長浜別院大通寺大通寺大通寺大通寺    大谷会館等修復工事大谷会館等修復工事大谷会館等修復工事大谷会館等修復工事についてについてについてについて    

長浜別院大通寺 大谷会館等の修復工事が、本年１２月まで行われます。工事期間中は何

かとご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年昨年昨年昨年はおはおはおはお米米米米をありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございました。。。。感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいです。。。。ありがたくありがたくありがたくありがたく、、、、おおおお

いしくいしくいしくいしく頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。御礼御礼御礼御礼がががが遅遅遅遅くなりましてくなりましてくなりましてくなりまして、、、、すみませんすみませんすみませんすみません、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。おおおお元元元元

気気気気でででで。。。。                                                                                                        福島県福島県福島県福島県    南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市    男性男性男性男性    

    

毎年美味毎年美味毎年美味毎年美味しいおしいおしいおしいお米米米米をををを頂戴致頂戴致頂戴致頂戴致しししし、、、、本当本当本当本当にににに有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    

復興組合復興組合復興組合復興組合でででで頑張頑張頑張頑張っっっってててておりますおりますおりますおります。。。。                                                            福島県福島県福島県福島県    南相馬南相馬南相馬南相馬    男性男性男性男性    

女性女性女性女性    

    

朝夕朝夕朝夕朝夕のののの冷気身冷気身冷気身冷気身にににに泌泌泌泌むむむむ候候候候となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。私私私私はははは８２８２８２８２才才才才になりますになりますになりますになります。。。。大船渡町大船渡町大船渡町大船渡町のののの大火大火大火大火でででで、、、、家家家家をををを

焼失焼失焼失焼失しししし、、、、チリチリチリチリ地震津浪地震津浪地震津浪地震津浪ではではではでは家屋半壊家屋半壊家屋半壊家屋半壊、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災ではではではでは、、、、跡形跡形跡形跡形もももも無無無無くくくく家屋流出家屋流出家屋流出家屋流出、、、、次次次次からからからから次次次次

へとへとへとへと災害災害災害災害をををを経験経験経験経験しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、そのそのそのその都度都度都度都度、、、、皆様皆様皆様皆様のののの力強力強力強力強いいいい励励励励ましをましをましをましを戴戴戴戴きききき、、、、今日今日今日今日にににに至至至至ってってってって居居居居りまりまりまりま

すすすす。。。。    

 特特特特にににに今回今回今回今回のののの真宗大谷派長浜教区真宗大谷派長浜教区真宗大谷派長浜教区真宗大谷派長浜教区（（（（中略中略中略中略））））からのからのからのからの新米新米新米新米をををを受受受受けけけけ取取取取りそのりそのりそのりその心心心心づかいにづかいにづかいにづかいに感謝申感謝申感謝申感謝申しししし

上上上上げながらげながらげながらげながら日々日々日々日々いきていきていきていきて居居居居りますりますりますります。。。。    

度重度重度重度重なるなるなるなる困難困難困難困難にもにもにもにも負負負負けるものかとけるものかとけるものかとけるものかと、、、、今年今年今年今年ささやかなささやかなささやかなささやかな住住住住みみみみ家家家家をををを建建建建てててて、、、、仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅をををを出出出出てててて、、、、新新新新

年年年年をををを迎迎迎迎ええええ様様様様としているとしているとしているとしている現状現状現状現状ですですですです。。。。    

いただいたいただいたいただいたいただいた新米新米新米新米でででで年越年越年越年越しししし仕様仕様仕様仕様とととと大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してしてしてして居居居居りますりますりますります。。。。    

来来来来るるるる年年年年はははは、、、、新新新新しいしいしいしい家家家家でででで、、、、新米新米新米新米のののの御飯御飯御飯御飯をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、新年新年新年新年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる喜喜喜喜びからびからびからびから今今今今からからからから夢見夢見夢見夢見てててて居居居居

りますりますりますります。。。。    

重重重重ねてねてねてねて感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。                                                                岩手県岩手県岩手県岩手県    大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    女性女性女性女性    

 

本年本年本年本年ももももおおおお心尽心尽心尽心尽くしのくしのくしのくしの支援支援支援支援のおのおのおのお米米米米をををを頂戴頂戴頂戴頂戴しししし、、、、心心心心よりよりよりより感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

おおおお陰陰陰陰さまでさまでさまでさまで復興復興復興復興もももも大分進大分進大分進大分進んできておりますんできておりますんできておりますんできております。。。。おおおお健健健健やかなやかなやかなやかな１１１１年年年年でありますようおでありますようおでありますようおでありますようお祈祈祈祈りいたりいたりいたりいた

しますしますしますします。。。。                                                                                                    岩手県岩手県岩手県岩手県    大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    女性女性女性女性    

    

「東本願寺出版」取り扱い書籍に係る消費税の購入者負担について 

平素より、出版部発行書籍をご購入いただき、誠にありがとうございます。 

さて、これまで「東本願寺出版（真宗大谷派宗務所出版部）」が発行する書籍に係る消費税の取り扱いに

つきましては、購入者の皆様の負担をなくすことを目的に、消費税の全額を当派が負担してまいりました

が、年々、消費税率が増税されていく社会情勢の中で、出版物頒布に係る税金をすべて当派で負担して

いくことが困難な状況となってまいりました。 

つきましては、「東本願寺出版」発行書籍に係る消費税について、購入者の皆様にはご負担をおかけい

たしますが、２０１６年２月１日から、購入者負担とさせていただきますので、事情ご賢察のうえ、何卒ご理

解賜りますようお願い申しあげます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

2/2(火) 15:00 同朋大会事前学習会 教務所 

6(土)  馬酔木展 （～4/17まで） 長浜別院 

9(火) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

15(月) 19:00 教区教化委員会「寺族研修小委員会」会議 教務所 

16(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

17(水) 

11:00 

13:30 

15:00 

永代経祥月法要 

教区教化委員会「企画室」会議 

東日本大震災復興支援協議会 

五村別院 

教務所 

長浜別院 

18(木) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

19(金) 19:30 第 3回解放特伝スタッフ協議会 教務所 

22(月) 14:00 女性組門徒会員選出に関する専門チーム会議 教務所 

23(火) 13:00 教区･両別院御遠忌委員会「広報部会」 教務所 

 25(木) 

～26(金) 

 連区教務所員研修（教務所事務休暇）  

27(土) 13:30 得度事前説明会･自主学習会 教務所 

29(月) 

9:30 

14:00 

“花あかり”練習 

組門徒会研修講師会 

五村別院 

教務所 

3/2(水) 10:00 お勤め講習会 桜の間 

4(金) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

6(日) 13:00 真宗のつどい 

滋賀県立文化 

産業交流会館 

7(月) 19:00 聖教学習会 教務所 

長浜教区・両別院２月～３月行事予定 

【住職任命】 

第１５組 淨琳寺     藤谷  彰 （２０１６年１月２８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２２組 本誓寺 前住職 本  克彦 （２０１６年１月 ９日命終） 

                              以上 敬称略 

【同封書類】 

（１）しんらん講座案内       （２）御坊さんお勤め講習会案内      （３）五村別院五日会連続講座案内 

（４）近畿連区同朋の会推進研修会案内（５）大谷派児童教化連盟チラシ（寺院のみ） 

 

教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

２月２５日（木）～２６日（金）は連区教務所員研修のため、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 


