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○ 宗派経常費年末完納について
２０１６年度の宗派経常費年末完納締切が２０１７年１月２０日（金）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。
12/14(水) 第２１組・第２２組

12/8(木) 第１６組・第１９組
9(金) 第２０組・敦賀組

15(木) 第２３組・第２４組

12(月) 第１３組・第１７組

16(金) 第１３組・第１５組

13(火) 第１７組・第１８組

20(火) 第１２組・第１４組・第１６組

なお、第１２組、第１３組、第１４組、第１６組につきましては、先月の「月報」に掲載し
た巡回日を変更いたしましたので、ご承知おきください。
また、寺院数の都合で１日で組内寺院を巡回できない組は、２日間に寺院を分けて巡回させ
ていただきます。

○ 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、
２０１７年１月１６日
（月）
午前１０時から長浜別院にて開催します。
あわせて大谷会館御本尊御移徙法要を厳修しますので、ぜひお誘いあわせご出席ください。
（詳細につては、別紙案内を参照ください）

○ 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。お誘いあ
わせのうえ、ご参加ください。
◇
◇
◇
◇

日
会
講
講

時
場
師
題

２０１７年２月５日（日）午後１時から
野洲文化ホール
滋賀県野洲市小篠原 2142（℡077－587－1950）
藤田ジャクリーン氏
『親鸞さまとのお出会い』

2019 年 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について
○

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

御遠忌キャラクターグッズ販売について
御遠忌キャラクターグッズ（ノート）を長浜別院報恩講・五村
別院報恩講期間に販売し、大変ご好評をいただきました。
予定していた販売期間を延長しグッズの販売をいたしますので、
希望される場合は、教務所までお問い合わせください。
（御遠忌オ
リジナル ノート 一冊 １５０円）

あかり

とも

○ 職員の異動について（転任挨拶）
１１月号の「月報」にてお知らせいたしましたとおり、加田岡 克哉（長浜教務所主計）
が奥羽教務所に異動し、後任に内麻 顕祐（金沢教務所主計）が着任いたしましたので、
転任挨拶を掲載します。
▽転任挨拶
このたび１０月１９日付を持ちまして金沢教務所主計から長浜教務所主計を命ぜられまし
た内麻 顕祐（うちま けんゆう）と申します。出身は福井教区になり
ます。
教区・両別院が一体となって２年後にお迎えする、御遠忌法要に向けた
大切な時期に着任することとなり、身の引き締まる思いです。
懇切丁寧を心がけ、皆様のご期待に添うよう宗務に精励いたす所存でご
ざいます。
何卒前任者同様 格別のご指導ご鞭撻を賜りますよう謹んでお願い申し
上げます。
まずは略儀ながら書中をもって就任のご挨拶を申し上げます。

○ 願事礼金の改定について
２０１６年度「教務所長各組巡回連絡事項」冊子（１２４頁）にてご連絡いたしました
とおり、願事礼金が２０１７年１月から改定されます。
年内（１２月２８日まで）に申請いただいた願事については、現行の願事礼金でのお取
扱いとなりますのでご承知おきください。
なお、３月までの「住職任命申請」
「代務者任命申請」
「得度願」については、年内に申
請いただいた場合は、現行の願事礼金でのお取扱いとなりますので、申請を予定されてい
る場合は、書類を送付いたしますので教務所までお申し出ください。

○ 研修会等のお知らせ

お誘いあわせのうえ、ご参加ください

■聖教学習会
日時 ： １２月１３日（火）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

○ 事務休暇及び事務休止のお知らせ
下記の期日につきまして、事務休暇及び事務休止とさせていただきます。
なお、事務休止期間（２０１７年１月１０日～１月１２日）中は、職員は出勤しており
ますが、大谷会館への移転のため、事務は行いませんのでご承知おきください。
（緊急の場
合は、長浜教務所プリペイド携帯にご連絡ください）

○教務所事務休暇のお知らせ○
・年末年始事務休暇

２０１６年１２月２９日（木）～２０１７年１月５日（木）
--------------------------------------------------------------------------------

○教務所事務休止のお知らせ○
・大谷会館竣工により、教務所事務機能を移転するため

２０１７年１月１０日（火）～１月１２日（木）
・教区・五村・長浜別院合同新年互礼会のため

２０１７年１月１６日（月）
緊急連絡先 長浜別院 電話 ０７４９－６２－００５４
---------------------------------------------------------------------------------

○電話不通のお知らせ○
・大谷会館竣工により、電話工事のため別院・教務所の電話が不通となります（半日程度）

２０１７年１月９日（月：祭日）
新年互礼会(１月１６日)以外の
緊急連絡先 長浜教務所プリペイド携帯 ０８０-６１８４-３４７８

長浜教区・両別院１２月行事予定
期日
1(木)

時刻

行

事

内

容

9:30 花あかり練習
13:30 教区改編委員会

長浜別院
教務所

16:00 参事会員・常任委員・両別院責任役員・両別院常議員合同懇談会
5(月)
8(木)

会 場

教務所

東日本被災地交流事業（～7 日迄）
13:30 花あかり「音楽交流会」

虎姫公民館

13:00 教化委員会「企画室」

教務所

13:00 御遠忌委員会「財務部会」

教務所

15:00 保護司研修会

教務所

13:30 門徒戸数調査委員会

教務所

19:00 聖教学習会

教務所

14(水)

14:00 御遠忌委員会「教学・教化部会」･「広報部会」合同会議

教務所

15(木)

18:00 教区門徒会懇親会

19(月)

14:00 御遠忌委員会「儀式・参拝部会」

12(月)
13(火)

20(火)

11:00 永代経祥月法要

長浜別院

19:00 教化委員会「寺族小委員会」

21(水)

11:00 永代経祥月法要

26(月)

14:00 御遠忌委員会「幹事会」

29(木)～

教務所
教務所
五村別院
教務所

教務所事務休暇（1 月 5 日迄）

五村・長浜別院 年末・年始行事
五村別院
12 月 16 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１２組 正覺寺 前住職 樋口 覺
（２０１６年１１月２８日命終）
第２３組 誓順寺 衆徒
梶井 顯彰 （２０１６年１１月 ３日命終）
【代務者任命】
第１８組 養泉寺
【同封書類】
（1）真宗のつどい案内
（3）災害救援本部通信

海北 誓子 （２０１６年１１月１２日 任命）
（以上 敬称略）
(2)「同朋大学仏教文化研究所２０１６年度後期史料展示
(4)一窓
（5）新年互礼会案内

