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 ２０１６年１月１日から６月３０日までに、２０１５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。 

 

第１２組      第１８組     

嚴因寺 浄信寺 敬永寺 正恩寺 真廣寺 景流寺 勝傳寺 光現寺   

即徃寺 光圓寺 德善寺 浄念寺  第２０組     

第１３組      專明寺 玉泉寺    

入善寺     第２１組     

第１４組      來真寺 西光寺 源照寺 了因寺  

浄圓寺 利覺寺 德明寺 願浄寺  第２２組     

第１５組      專得寺     

大雲寺 願養寺 淨琳寺 真行寺  第２３組     

第１６組      稱善寺 寳林寺 勝德寺 速満寺  

蓮澤寺 恭敬寺 德満寺 專福寺 浄願寺 第２４組     

第１７組      恩覺寺 殘景寺 明正寺   

金蓮寺 浄泉寺 法通寺 宗元寺 德藏寺 敦賀組     

圓德寺 觀念寺 福順寺 善力寺  西德寺 長賢寺 髙照寺 意力寺  

 

 

 

 

２０１５年度経常費完納御礼 

○○○○    各組教務所長巡回資料各組教務所長巡回資料各組教務所長巡回資料各組教務所長巡回資料についてについてについてについて    

  ８月上旬より実施の教務所長巡回で説明資料として使用いたします。２０１５年度長浜教区「教

務所長各組巡回連絡事項」並びに「同朋新聞７月号」を寺院と組門徒会員分を同封しておりま

す。つきましてはお手数をおかけいたしますが、貴寺院の組門徒会員の方にお渡しいただき

「各組教務所長巡回」の折には、必ずご持参くださるようお願いいたします。 

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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！！！！おおおお知知知知らせらせらせらせ！！！！    

８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１７１７１７１７日日日日（（（（水水水水））））教務所教務所教務所教務所夏季休暇夏季休暇夏季休暇夏季休暇    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〕 

 



２０１６年７月２２日開催の教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議にて、

下記の議案件について、原案どおり議決されたのでご報告します。 （告示第３号） 

記 

 
第 １ 号 ２０１５年度長浜教区教化事業報告 

第 ２ 号 ２０１５年度長浜教区事業費会計歳入歳出決算書 

第 ３ 号 ２０１５年度長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別会計歳入歳出決算書 

第 ４ 号 ２０１５年度長浜教区共済特別会計歳入歳出決算書 

第 ５ 号 ２０１５年度長浜教区非常事態対策費会計歳入歳出決算書 

第 ６ 号 ２０１５年度長浜教務所員役宅整備特別会計歳入歳出決算書 

第 ７ 号 ２０１５年度長浜教区伝道車買換会計歳入歳出決算書 

第 ８ 号 ２０１５年度長浜教区出版物特別会計歳入歳出決算書 

第 ９ 号 ２０１５年度長浜教区災害救援特別会計歳入歳出決算書 

第１０号 ２０１５年度長浜教区運営積立金会計収支計算書 

第１１号 ２０１５年度長浜教区長期総合整備計画積立金会計収支計算書 

第１２号 ２０１５年度長浜教区図書購入積立金会計収支計算書 

第１３号 ２０１５年度長浜教区青少幼年教化推進資金会計収支計算書 

第１４号 ２０１６年度経常費の御依頼割当に関する件 

第１５号 ２０１６年度教区費の御依頼割当に関する件 

第１６号 ２０１６年度長浜教区教化事業計画（案） 

第１７号 ２０１６年度長浜教区事業費会計歳入歳出予算（案） 

第１８号 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特別会計収入支出総計画変更案並びに

２０１６年度長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌特別会計歳入歳出予算（案） 

第１９号 ２０１６年度長浜教区共済特別会計歳入歳出予算（案） 

第２０号 ２０１６年度長浜教区非常事態対策費会計歳入歳出予算（案） 

第２１号 ２０１６年度長浜教務所員役宅整備特別会計歳入歳出予算（案） 

第２２号 ２０１６年度長浜教区伝道車買換会計歳入歳出予算（案） 

第２３号 ２０１６年度長浜教区出版物特別会計歳入歳出予算（案） 

第２４号 ２０１６年度長浜教区災害救援特別会計歳入歳出予算（案） 

第２５号 ２０１６年度長浜教区運営積立金会計予算（案） 

第２６号 ２０１６年度長浜教区長期総合整備計画積立金会計予算（案） 

第２７号 ２０１６年度長浜教区図書購入積立金会計予算（案） 

第２８号 ２０１６年度長浜教区青少幼年教化推進資金会計予算（案） 

第２９号 ２０１６年度長浜教区・五村別院・長浜別院 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌資金会計予算（案） 

第３０号 ２０１６年度実施門徒戸数調査結果の公開及び２０１８年度御依頼割当への使用に関する件 

第３１号 教区及び組の改編に関する条例第１３条第１項第３号に定める委員委嘱への同意を求める件 

第３２号 長浜・五村別院建造物修復整備事業会計に関する件 

①２０１５年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出決算書 

②長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計収入支出総計画変更案 

③２０１６年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出予算 

２０１６年度 教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議開催 



○○○○    宗議会議員選挙有権者名簿宗議会議員選挙有権者名簿宗議会議員選挙有権者名簿宗議会議員選挙有権者名簿のののの縦覧縦覧縦覧縦覧についてについてについてについて    

宗議会議員選挙条例第１９条の２第1項により、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８月２０日（土）まで教務所にて行っておりますので、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、祝日、教務所事務休暇日を除く) 

なお、２０１６年６月２４日公示の宗議会議員選挙条例の一部を改正する条例により、毎年

７月に各寺院へ送付いたしておりました「有権者明細書」は、議員の任期満了に伴う総選挙が

実施される年のみ（４年に１度）送付することになりましたので、ご承知おきください。 

 

○○○○    長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区････五村別院五村別院五村別院五村別院････長浜別院宗祖親鸞聖人七百五長浜別院宗祖親鸞聖人七百五長浜別院宗祖親鸞聖人七百五長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要十回御遠忌法要十回御遠忌法要十回御遠忌法要    

御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター名採用者記念品授与式名採用者記念品授与式名採用者記念品授与式名採用者記念品授与式についてについてについてについて（（（（案内案内案内案内））））    

 

御遠忌委員会では、御遠忌キャラクター名を公募し、女の子（左）を

「あかり」、男の子（右）を「とも」に決定いたしました。このキャラク

ターの名前を名付けていただいた方々をお招きし、記念品授与式を挙行

いたしますので、ご出席いただきますようご案内申し上げます。 

１：式典 ２０１６年８月７日（日） 午前９時から９時３０分まで  

２：会場  長浜別院 大通寺 本堂 

 

○○○○    教務所員人事異動教務所員人事異動教務所員人事異動教務所員人事異動についてについてについてについて    

８月１日付の人事異動により、藤井 摩耶（長浜教務所書記）が組織部に異動し、後任

に田宮

た み や

 清子

せ い こ

（総務部事務見習）が着任いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽▽▽▽転任挨拶転任挨拶転任挨拶転任挨拶    

ご縁あり、長浜教区に着任させていただき、早くも３年の月日が流れました。はじめて長浜にやって来

た日の総会所のおつとめの声への驚き、初仕事となった五村別院の暁天講座を照らした朝日の美しさ、

まるで昨日のことのように思い出されます。右も左も分からない私を歓迎し、親切に接していただいた

こと、皆さまに心からお礼を申しあげます。 

長浜教区に来なければ知らなかったこと、得られなかった出会いがたくさんあります。この経験と出会

いの財産は、今後の人生に大きな影響を与えていくことでしょう。本当にありがとうございました。 

そしてこれからも、同朋として皆さまとともに歩ませていただけますように。     藤井 摩耶 

年間書注文の早期取りまとめを行っております。 

８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（金金金金））））までにお申込の場合は、送料送料送料送料がががが無料無料無料無料になりますので、注文が

お済みでない方はお急ぎください！ 

７月の管内月報とともに各寺院へお送りした注文ハガキにご記入いただき、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（2017年版）』・『真宗大谷派手帳』・ 

『真宗の生活』 

年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？年間書（法語カレンダー等）の注文はお済みですか？ 

△写真は2015年版 

カレンダーです。 



長浜教区・両別院８・９月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

8/1(月) 12:30 別院楽僧会追弔会・総会・研修会 長浜別院 

2(火) 9:30 合唱団“花あかり”練習 長浜別院 

4(木) 

13:00 

15:00 

正副組長・正副組門徒会長会 

宗会報告会 

教務所 

教務所 

5(金) 13:00 五村別院夏中（～１０日） 五村別院 

6(土) 

 6:00 

8:00 

五村別院暁天講座（～１０日） 

夏のつどい子ども上山（～７日） 

長浜別院 

長浜別院 

7(日) 9:00 御遠忌キャラクター名採用者記念品授与式 長浜別院 

8(月) 15:00 教務所長巡回（第１５組） 長浜別院 

10(水) 10:00 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

12(金) 15:15 教務所長巡回（第１２組） 眞廣寺 

16(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

17(水) 11:00 教務所長巡回（第１７組） 宿願寺 

18(木) 10:00 教務所長巡回（第１８組） 安勝寺 

19(金) 19:00 教務所長巡回（第１４組） 浄圓寺 

20(土) 

11:00 

14:30 

19:00 

教務所長巡回（第１３組） 

教務所長巡回（第２３組） 

教務所長巡回（第２４組） 

大久寺 

芳澤寺 

來入寺 

21(日) 

9:00 

13:30 

16:00 

教務所長巡回（第２０組） 

教務所長巡回（敦賀組） 

教務所長巡回（第２１組） 

養本寺 

願立寺 

樂入寺 

22(月)  大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回（～２４日）  

24(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

26(金) 

9:30 

19:00 

合唱団“花あかり”追弔会 

暁天講座反省会 

長浜別院 

教務所 

27(土) 

15:00 

17:00 

教務所長巡回（第２２組） 

教務所長巡回（第１９組） 

要誓寺 

五村別院 

9/7(水) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

9(金) 14:00 しんらん講座 五村別院 

10(土) 10:30 教務所長巡回（第１６組） 憶念寺 

14(水) 19:00 聖教学習会 教務所 

 
【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１７組 浄泉寺 住職 寺義 文雄 （２０１６年７月２７日 命終） 

第２１組 運德寺 住職 橘  祐孝 （２０１６年７月２８日 命終） 

【得度】２０１６年７月７日 第２２組 猶存寺 木村  優太 
【代務者任命】 敦 賀 組 永壽寺 清谷 寛之（２０１６年７月２１日任命） 

   以上 敬称略 

【同封書類】（１）教務所長各組巡回連絡事項（２）同朋新聞7月号（３）青草びとの会夏期講座 

（４）大谷専修学院新校舎完成のお知らせ （５）しんらん講座ポスター 


