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２０１５年度宗派経常費教区完納の御礼
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。
２０１５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。厳しい社会状
況にある中、格別の御懇念を賜りましたこと、衷心より厚く御礼申し上げます。
２０１５年度宗派経常費御依頼額 ６６，４７３，０００円
同 収納額
７７，６９７，６８７円（１１６．８％）

２０１５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。
２０１５年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金（２０１６年６月３０日現在）
予算額
５８，４２８，０００円
収納額
４９，８８０，４７２円（８５．４％）

２０１６年度宗派経常費について
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。
２０１６年度宗派経常費御依頼額 ６７，４８５，０００円（2015 年度比 1,012,000 円増）
※本年度は熊本地震による熊本教区御依頼減免額２千万円が、各教区に 2016 年度当初御依
頼額を基準に按分されております。
（当教区按分額 261,000 円）

○ 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（木）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

年間書（
年間書（法語カレンダー
法語カレンダー等
カレンダー等）の注文受付を
注文受付を開始します
開始します！
します！
２０１７年の年間書注文の早期取りまとめを７月１日から開始します。
８月５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。
詳細は同封のピンクの封筒をご覧ください。
○ 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』
※左写真は２０１６年のカレンダーです。

○２０１５ 年度教区教化委員会 「 総会 」 報告
６月１７日、教区教化委員会「総会」を開催いたし、２０１５年度教区教化事業の点検、反
省を行うとともに、２０１６年度重点項目を確定し、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２２日開催予定の教区会･教区門徒会（通常会）後、あらためて報告
させていただきます。
< ２０１６年度の重点項目 >
１ 指定同朋の会推進事業を通じて「同朋の会」の結成、継続、充実を図ること。
２ 教えに基づく、女性の寺院・組・教区運営への参画方途の確立に向け検討すること。
３ 解放運動特別指定伝道研修（解放特伝）の開催を通じて、各組部落問題研修会の意義を再
確認すると共に、新たな展開を志向すること。

２ ０１５ 年 度 長浜教区・
長浜教区・五村別院・
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「
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌委員会「 全 体会 」 報 告
６月２０日、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（全体
会）を開催いたし、２０１５年度御遠忌事業報告及び２０１６年度事業計画（案）について協
議いたしました。
本件については、７月２２日開催予定の教区会･教区門徒会（通常会）後、あらためて報告
させていただきます。

広報部会 御遠忌「
御遠忌「キャラクター」
キャラクター」の名前が
名前が決定いたしました
決定いたしました！
いたしました！
これからもよろしく
お願いします!

＼

／

「キャラクター」の名前を応募総数３３９件から女の子を
「あかり」
、男の子を「
「とも」
あかり」
とも」に決定いたしましたのでご報
告いたします。
これから教区御遠忌のＰＲのため、
「あかり」と「とも」の
おふたりにはどんどん活躍していただきます。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

あかり

とも

○「平成２８
平成２８年熊本地震
２８年熊本地震」
年熊本地震」における真宗大谷派
における真宗大谷派ボランティア
真宗大谷派ボランティア活動
ボランティア活動について
活動について
「熊本地震」の発生から２ヵ月が経過し、現在、ボランティアのニーズは多くあるものの、
人手が足りていない状況において、教区内や全国の有志を広く募り、その活動を支え、人と情
報と活動を有機的につなぎながら復興活動に寄与すべく、東本願寺熊本会館（熊本教務所）に
宗派ボランティアセンターが開設されました。ボランティア活動にご協力いただける場合は、
同封の活動綱領に従い、参加いただきますようお願いいたします。

○「平成２８
平成２８年熊本地震
２８年熊本地震」
年熊本地震」への救援金
への救援金について
救援金について
「平成２８年熊本地震」への救援金について、６月末にて総額４，８７９，７７１円（６月
３０日現在）の救援金をお届けいただきました。救援金勧募にご協力いただき誠に有難うご
ざいました。

♪教区合唱団“
教区合唱団“花あかり”２５
あかり”２５周年
２５周年「
周年「仏教讃歌のつどい
仏教讃歌のつどい」
のつどい」が開催されました
開催されました♪
されました♪
去る６月１９日長浜別院大通寺本堂をお借りし、長浜教区合唱団“花あかり”25 周年「仏教讃歌の
つどい」を開催させていただきました。雨天にも拘らず、教区内外より５００名にも余るご参詣をいた
だき本当に有難うございました。団員一同、唯々、感動と感謝の気持ちを胸一杯に讃仏の歌を歌いまし
た。この「今」は、当時の教区関係の方々のご支援、ご協力、諸先輩のご苦労のお陰と２５年前に思い
を馳せると共に、この度の開催には、各寺御住職様のご門徒への呼びかけや教区関係、別院の方々の準
備等のご協力を頂いた事が励みとなり、花あかり団員が一丸となって迎えられたと思います。心からお
礼申し上げます。
参詣者の中に、本山春の音楽法要の縁で、遠く仙台教区･
岩手県花巻から６名来ておられるとは予想もしない事で
した。震災後、長浜教区からはお米を縁として東北へ寄せ
てもらい、この度は歌を縁として長浜へ。このご縁の輪の
広がりのありがたさを思わずにはいられません。私たちは
この２５年目の節目の感激を忘れず、今後もお念仏の輪の
広がりを願い歌っていきたいと思います。
（文責 長浜教区合唱団花あかり団長 千田みのり）

○教務所長兼輪番の
教務所長兼輪番の人事異動について
人事異動について
６月２９日付の人事異動により、２年間その任にあった、幽溪 浩長浜教務所長兼長浜別院･
五村別院輪番が富山教務所長に異動し、
宮尾 隆造組織部次長が当教区の教務所長並びに両別院
輪番に発令されましたのでお知らせいたします。

離任挨拶 幽溪

浩

このたび、６月２９日付にて富山教務所長兼富山別院輪番に発令されました。２０１４年６月３０日に
長浜教務所長・長浜別院輪番・五村別院輪番を命ぜられ、２年間にわたり教区内の皆様のお力添えをいた
だき、その任をつとめさせていただきましたこと、厚く御礼申し上げます。
特に、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法要に向け、御遠忌法要厳修を告
知する「高札立柱式」の挙行、また、長浜・五村別院建造物修復整備事業につきましては、長浜別院大谷
会館・五村別院客殿の修復に携わらせていただき、大変貴重な経験をさせていただきました。
当教区において、学ばせていただいたことを糧とし、今後の歩みを進めさせていただきたく思っており
ますと共に、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法要厳修に向けて着実な歩み
がなされますよう念じまして、離任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
合 掌

着任挨拶 宮尾 隆造
謹啓 向暑の候、長浜教区の皆さまにおかれましては、愈々ご清祥にて為法ご精進のこととお慶び申しあ
げます。
このたび、６月２９日付で長浜教務所長・長浜別院輪番・五村別院輪番を拝命いたしました。
もとより浅学菲才の身にてその職責の重さを痛感いたしておりますが、皆さまのご温情とご教示を賜り、
微力ながら精一杯務めさせていただく所存でございます。何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い
申しあげます。
なお本来でありましたら、一々拝眉の上、ご挨拶申しあげることではございますが、略儀ながら書中を
もちまして着任のご挨拶とさせていただきます。
合 掌

長浜教区・両別院７月行事予定
期日

時刻

行

事

内

容

13:00 長浜別院夏中（～１０日）

会 場
長浜別院

7/2(土)
19:00 第１回夏のつどい子ども上山スタッフ会議

教務所

5:40 暁天講座（～１０日）
3(日)

長浜別院
10:00 大通寺夏中さん子どもの集い

4(月)
6(水)

19:00 寺族研修小委員会
9:30 花あかり練習

教務所
五村別院

8(金)

13:00 長浜別院夏中 相続講員物故者追弔会

長浜別院

9(土)

13:00 長浜別院夏中 師徳奉讃法要

長浜別院

11(月)

14:00 坊守会常任委員会

12(火)

9:00 長浜別院・五村別院責任役員会
15:00 募財･割当等に関する委員会

14(木)

10:00 教区会参事会・教区門徒会常任委員会合同会議
14:00 長浜・五村別院建造物修復整備委員会

長浜別院

15(金)

13:00 長浜別院・五村別院常議員会

長浜別院

19(火)

11:00 永代経祥月法要

長浜別院

20(水)

11:00 永代経祥月法要

五村別院

21(木)

10:00 長浜別院・五村別院院議会

長浜別院

9:30 花あかり練習

教務所
長浜別院
教務所
教務所

五村別院

22(金)
10:00 教区会・教区門徒会合同会議

教務所

25(月)

14:00 教化委員会「企画室」

教務所

29(金)

19:30 解放特伝スタッフ協議会

教務所

30(土)

14:00 坊守会正副会長会

教務所

【住職任命】６月号に掲載すべき記事に漏れがございました。大変失礼いたしました。
第１７組 永勝寺
山家
賢（２０１６年５月２８日任命）
第２３組 元龍寺
片桐 一成（２０１６年６月２８日任命）
第２４組 充滿寺
西野 健太郎（２０１６年６月２８日任命）
【代務者任命】
第２１組 成真寺
松枝
剛（２０１６年６月２日任命）
以上敬称略

教務所 事務休暇のお知らせ
８月１２日（金）～１７日（水）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〕

《同封書類》 （１）五村別院夏中案内ポスター・日程表他 （２）坊守会だより
（３）２０１７年年間書取りまとめ封筒（ピンク）
（４）夏のつどい 子ども上山参加者募集チラシ
（５）同朋大学仏教文化研究所 2016 年度前期資料展示 （５）ボランティア活動綱領

