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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。 

２０１６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。（２０１７年

６月２９日現在） 

 

２０１６年度宗派経常費御依頼額 ６７，４８５，０００円 

同 収納額    ８１，２１２，１７１円（１２０．３％） 
 
 

 

２０１６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、格別のご進納を賜りました。ここに甚深の謝意を申し上げます。（２０１７

年６月２９日現在） 

 

予 算 額   ４５，６２４，０００円 

収 納 額   ４６，４８４，１４８円（１０１．８ ％） 
 
 

 

２０１６年 7月から五村別院では、教如上人御廟所御修復整備事業のご懇志を有縁の方々に

お願いし、格別のご進納を賜りました。ここに甚深の謝意を申し上げます。（２０１７年６月

２９日現在） 

 

総予算額  ２，９００，０００円 

総収納額  ２，８３７，０００円（９７．８％） 

 

○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３日（木）午後３時から ◇ 場 所 教務所（大谷会館）講堂 

◇ 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 

 

２０１６年度宗派経常費教区完納の御礼 

２０１６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 

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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○２０１６年度教区教化委員会「総会」報告 
 

６月１６日、教区教化委員会「総会」を

開催いたし、２０１６年度教区教化事業の

総括を行うとともに、２０１７年度重点項

目及び教区教化事業計画について協議い

たしました。 

本件については、７月２７日開催予定の

教区会･教区門徒会（通常会）以降に、改

めて報告させていただきます。 
 
 

< ２０１７年度の重点項目 > 

御遠忌を迎えることの意義を確かめ合い、教区・組・寺院において、僧侶と門徒が一体となっ

て、本願念仏の教えを聞信し相続していくため、次の事項を重点に取り組みます。 

 

１．「同朊の会」ならびに「指定同朊の会」の結成と充実に向けた教導・補導の養成と、組教導

の研修。 
 
２．同朊教団の実現に向けた「男女共同参画」をテーマとした研修会の開催と、「月例寺院役員

会」開催の推進。 
 

３．「解放特伝」等を通じた各組部落差別問題研修会の意義の再確認と、実施方法の点検見直し。 

 

 

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委員会報告 
 

６月２３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を開催し、下記案件について協議いたしまし

た。 

１：御遠忌委員会委員長の互選について 

  伊吹  惠鐘氏（教区会議長・第２１組本覺寺）が委員長に互選されました。 

 

２：各専門部会の事業について 

御遠忌委員会「儀式・参拝部会」、「教学・教化部会」、「広報部会」、「財務部会」の各専

門部会の事業計画について協議いたしました。 

 

３：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実行委員会規程（案）について 

宗祖親鸞聖人７５０回御遠忌を厳修まで残すところ２年をきり、これまで各専門部会で

企画立案された事業を具体的に遂行していくため、御遠忌委員会を発展的に解消し、実

行委員会を組織するため、実行委員会規程（案）について協議いたしました。 

 

なお、本件については、７月２７日開催予定の教区会・教区門徒会（通常会）以降に改めて

報告させていただきます。 

 

あかり とも 



○長浜別院職員の退職・採用挨拶について 
先月号「月報」にて長浜別院 筧 承 列座の退職により、髙堂 祐賢を列座見習として採

用したことについて報告いたしました。それぞれの退職・採用の挨拶を掲載いたします。 
 

 

退職挨拶 筧 承 

私事で恐縮ですが、五月末日をもちまして長浜別院を退職いたしました。

在職中は格別のご厚情を賜り、謹んでお礼申しあげます。 

さて、思い起こせば長浜教務所に嘱託職員として３年間、長浜別院では

列座として８年８ヶ月間、合わせて約１２年間勤務させていただきました。

その間色んな方々に、まさしくお育てをいただき今の自分があるというこ

とに深く感謝いたしております。 

なお、今後は教区の一住職となり役職は変わりますが、教区・別院の発

展に微力ながら変わらず尽力していく所存です。 

また、米原市の社会福祉士法人にて相談業務に従事する予定です。今までお育ていただいた

ことをむねに、新たな課題に取り組んで参ります。 

何卒、今後とも変わらぬご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

末筆ながら、２０１９年にお迎えする宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌の円成をひとえに念じ

あげ、略儀ながらご挨拶申しあげます。 

 

                                                   

採用挨拶  髙堂 祐賢 

６月５日から列座見習として採用され、長浜別院の業務に携ることの責任

の重さを感じますと共に、別院に携わる多くの方々とご縁をいただくことの

有難さを感じております。 

浅学非才の身でありますが、皆様方にご厚情を賜りながら、いただいたご

縁を大切にし、微力を尽くしてまいりますので、何卒ご指導ご鞭撻賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

（所属寺院 長浜教区 第１２組 光圓寺） 

 

 

○ 大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回の実施について 

  大谷大学児童文化研究会の方々が、８月８日（火）から８月１０日（木）まで、ご要望のあ

る教区内寺院を巡回し、人形劇・ゲーム等を行います。日曜学校や子ども会に参加する子ども達 

の思い出づくりにご活用ください。（詳細は先月号の「月報」をご参照ください） 

 

 

 

 

 

 

 

あかり 

 

教務所 事務休暇のお知らせ 
 

８月１４日（月）～１７日（木）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）年間書の注文について 

（４）夏のつどい子ども上山参加者募集チラシ 、（５）同朊大学仏教文化研究所 2017年度前期史料展示 

長浜教区・両別院７月行事予定 

【代務者任命】 

 第２１組 來真寺 中澤 章浩（２０１７年６月２０日任命） 

 以上 敬称略 

 
 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

7/2(日) 13:00 長浜別院夏中（～10日迄） 長浜別院 

3(月) 5:40 暁天講座（～10日迄） 長浜別院 

5(水) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

4(火)  16:00 坊守会常任委員会 大谷会館 講堂 

8(土) 13:00 長浜別院夏中 相続講員物故者追弔会 長浜別院 

9(日) 
9:00 

13:00 

夏中さん子どものつどい 

長浜別院夏中 師徳奉讃法要 

長浜別院 

長浜別院 

10(月) 
10:00 

14:00 

教区会・教区門徒会懇談会  

募材割当等に関する委員会 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

13(木)  19:00 第４回子ども上山会議 大谷会館 講堂 

19(水) 
13:30 

11:00 

一道会 

永代経祥月法要 

長浜別院  

五村別院 

20(木) 

9:30 

10:00 

13:00 

“花あかり”練習 

長浜・五村別院建造物修復整備委員会（総会） 

参事会・常任委員会合同会議 

五村別院 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

21(金) 10:00 長浜別院・五村別院常議員会 大谷会館 講堂 

24(月) 9:30 組別清掃奉仕（第 13、第 14、第 15、敦賀組）受付は 9時から 五村別院 

25(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

26(水)  

10:00 

10:00 

19:00 

お勤め講習会 

長浜別院・五村別院院議会 

第 5回子ども上山会議 

 長浜別院「桜の間」 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

27(木) 10:00 教区会・教区門徒会合同会議 大谷会館 講堂 

30(日) 14:00 教区坊守会（総会） 大谷会館 講堂 

8/2(水) 
9:30 

19:00 

“花あかり”練習 

第６回子ども上山会議 
大谷会館 講堂 

3(木) 
10:00 

13:00 

教区門徒戸数調査委員会 

正副組長・組門徒会長会 
大谷会館 講堂 

5(土) 
8:00 

13:00 

夏のつどい子ども上山（～6日迄） 

五村別院夏中（～10日迄） 

長浜別院・本山 

五村別院 

6(日)  5:40 暁天講座（～10日迄） 五村別院 


