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明けましておめでとうございます。 

教務所は１月６日から事務を行います。詳細は 3頁をご覧ください。 

 
※大谷会館北側に新築された事務所棟 

○宗務総長の指名並びに組局について 

 里雄 康意 宗務総長が１２月１６日に辞任し、同日の宗会（臨時会）において、但馬 弘 

氏が宗務総長に指名され、１９日付で但馬内局が発足しましたので、お知らせします。 

宗務総長 但馬  弘 （たじま ひろし） 〈大聖寺教区 第１組  興宗寺〉 

参  務 林   治 （はやし おさむ） 〈大阪教区  第１９組 玅善寺〉 

参  務 木越  渉 （きごし わたる） 〈金沢教区  第１１組 光專寺〉 

参  務 望月 慶子 （もちづき けいこ） 〈山陽教区  第６組  浄泉寺〉 

参  務 八島 昭雄 （やしま あきお） 〈北海道教区 第４組  德生寺〉 

参  務 藤井 宣行 （ふじい のぶゆき） 〈岡崎教区  第４組  淨圓寺〉 
 

   

 

○大谷会館御本尊御移徙法要及び 
長浜教区・五村・長浜両別院合同 新年互礼会について 

 
大谷会館御本尊御移徙法要及び新年互礼会を、２０１７年１月１６日（月）午前１０時 

より大谷会館（長浜別院）にて開催します。 

なお、募集期間を１月５日まで延期いたしますので、ぜひお誘いあわせのうえ、ご出席

ください。（詳細については、１２月号「月報」を参照ください） 

  

１ 

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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○ 長浜教区雇員を募集します 

◇ 募集人数 １名 
 
◇ 勤 務 先 長浜教務所 
 
◇ 勤  務 平日８時３０分から１７時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日出勤の

場合あり 
 
◇ 雇用期間 ２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日まで 

       ※ただし、４回（通算５年）を限度に更新する場合がある 
 
◇ 給  与 月額契約給 １６９，１００円（他に諸手当及び各種保険有） 
 
◇ 応募資格  

   ① 高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者 

   ② 真宗大谷派の僧侶又は門徒（帰敬式を受式し、所属寺が明確であること） 

   ③ 普通自動車運転免許を有する者（取得見込み可） 
 
◇ 応募必要書類 

① 履歴書（所定の用紙は教務所にあります） 

② 最終学校卒業証明書又は卒業見込み証明書 

③ 健康診断書 

④ 写真（上半身で３ヵ月以内に撮影のものを履歴書に添付のこと） 
 
◇ 応募書類提出期間 ２０１７年１月１７日（火）～２月１３日（月） 

   ※ 書類は、直接持参もしくは書留郵便（簡易書留可）にて２月１３日（月）までに 

必着のこと。（持参の場合は、平日 ８時３０分から１７時まで） 
 
◇ 採用試験  期日 ２０１７年２月２３日（木）午後１時３０分から 

     ※ 詳細については、応募書類受理後、追って通知します 

 

○東日本被災地交流事業について 

  このたび、２０１６年１２月５日から１２月７日まで（２泊３日）にて、東日本被災地交

流事業として、原町別院（福島県南相馬市）報恩講に参詣し、別院に参詣された方々との交

流及び小高地区（福島県南相馬市：東京電力福島第一原子力発電所から２０キロメートル圏

内にある地域）等の視察を行いました。 

 

写真は向って左側 原町別院報恩講・右側 報恩講に参詣された方々との交流の様子 

 

２ 



 

 

 
 

○ 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）を販売いたし 

ておりますので、希望される場合は、教務所までお問い 

合わせください。（一冊 １５０円）                    あかり  とも 

 

○ 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の締切が２０１７年１月２０日（金）までとなります。 

何卒ご完納くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○ 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のでご承知おきください。 

 

○ 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、（緊急の場合は、長浜教務所携帯 ０８０-６１８４-３４７８にご連絡ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

長浜教区・両別院１月・2 月行事予定 

 

○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○ 

 

・大谷会館へ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） 
なお、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。 

 
・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、電話回線工事のため別院・教務所の電話が不通となります 

２０１７年１月９日（月：祝日）の半日程度 

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・両別院１月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

○五村別院 ２０１７年 「五日会連続講座」 

講師：真城 義麿（ましろ よしまろ）師 

会場：五村別院 本堂 

日時：３月７日（火）・４月６日（木）・６月５日（月） 午後２時から４時 

  ※聴講料１回３００円 

お問い合わせ：五村別院 長浜市五村１５０ TEL ０７４９−７３−３１３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ４ 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

1/6(金)  教務所事務始め  

10(火)  教務所事務機能移転のため事務休止（12日迄）  

13(金) 
14:00 

19:00 

御遠忌広報・教学合同協議会 

解放特伝事後協議会 

大谷会館（新教務所） 

講堂 

16(月) 10:00 
大谷会館御本尊御移徙法要及び長浜教区･ 

両別院合同新年互礼会 
 大谷会館 講堂 

17(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

18(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

19(木) 19:00 教化委員会「寺族研修小委員会」  大谷会館 講堂 

24(火) 10:00 “花あかり”新春法話会 長浜別院 

26(木) 13:00 教化委員会「企画室」  大谷会館 講堂 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１４組 慶雲寺 坊守  藤井 みな江（２０１６年１２月１３日 命終） 

第２１組 專光寺 前住職 藤脇 義乗 （２０１６年１２月 ８日 命終） 
 

【住職任命】〈２０１６年１２月１３日 任命〉 

  第１３組 明秀寺  鍵田 顕友 

第２２組 雲外寺  木村 智明 

  第２４組 妙覺寺  藤  孝英 

   

【住職代務者任命】 

第１３組 青蓮寺  清水 百合子（２０１６年１２月 ７日 任命） 

第１６組 源光寺  藤澤 孝典 （２０１６年１２月１４日 任命） 以上 敬称略 

五村別院 

12月 31日 歳暮勤行 

 1月 1日 修正会   午後2時 
5日  鏡開き 

長浜別院 

 12月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 

五村・長浜別院 年末・年始行事 


