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新年度の宗派経常費について、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。 

   

２０１２０１２０１２０１７７７７年度宗派経常費御依頼額年度宗派経常費御依頼額年度宗派経常費御依頼額年度宗派経常費御依頼額        ６７６７６７６７，，，，９７６９７６９７６９７６，，，，００００００００００００円円円円（（（（2012012012016666 年度比年度比年度比年度比491,000491,000491,000491,000 円増円増円増円増））））    

 

 

 

      

    ２０１７年４月２１日から６月３０日までに、２０１６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２１組   

嚴因寺 正恩寺 真廣寺 浄念寺  西光寺   

第１４組     第２２組   

願浄寺     應德寺   

第１６組     第２３組   

蓮澤寺 恭敬寺 德満寺 專福寺 浄願寺 寳林寺 速満寺  

第１７組     第２４組   

宗元寺 德藏寺 觀念寺 福順寺  恩覺寺 殘景寺  

第１８組     敦賀組   

景流寺 光現寺    髙照寺 意力寺 了雲寺 

第２０組        

玉泉寺        

 

 教務所教務所教務所教務所開所開所開所開所時間時間時間時間のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    
これまで教務所開所時間を午前８時３０分から午後５時までとしてまいりましたが、教区内の方々

の来所時間や、会議・研修会等の開始時刻が午後からが多くあることから、８月１日より教務所開

所時間を午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５時時時時３０３０３０３０分分分分ままままででででといたしますのでご承知おきください。 

なお、当面の間は午前８時３０分から職員が１名出勤いたします。 

 

２０１６年度経常費完納御礼 

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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２０１７年度宗派経常費について 



 

２０１７年７月２７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。 

記 

第 １ 号 ２０１６年度長浜教区教化事業報告 

第 ２ 号 ２０１６年度長浜教区事業費会計歳入歳出決算書 

第 ３ 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特別会計歳入歳出決算書 

第 ４ 号 ２０１６年度長浜教区共済特別会計歳入歳出決算書 

第 ５ 号 ２０１６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 ２０１６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 ２０１６年度長浜教区伝道車買換会計歳入歳出決算書 

第 ８ 号 ２０１６年度長浜教区出版物特別会計歳入歳出決算書 

第 ９ 号 ２０１６年度長浜教区災害救援特別会計歳入歳出決算書 

第１０号 ２０１６年度長浜教区運営積立金会計収支計算書 

第１１号 ２０１６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 ２０１６年度長浜教区図書購入積立金会計収支計算書 

第１３号 ２０１６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収支計算書 

第１５号 ２０１７年度経常費の御依頼割当に関する件 

第１６号 ２０１７年度教区費の御依頼割当に関する件 

第１７号 ２０１７年度長浜教区教化事業計画（案） 

第１８号 ２０１７年度長浜教区事業費会計歳入歳出予算（案） 

第１９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 

２０１７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２０号 ２０１７年度長浜教区共済特別会計歳入歳出予算（案） 

第２１号 ２０１７年度長浜教区非常事態対策費会計歳入歳出予算（案） 

第２２号 ２０１７年度長浜教務所員役宅整備特別会計歳入歳出予算（案） 

第２３号 ２０１７年度長浜教区伝道車買換会計歳入歳出予算（案） 

第２４号 ２０１７年度長浜教区出版物特別会計歳入歳出予算（案） 

第２５号 ２０１７年度長浜教区災害救援特別会計歳入歳出予算（案） 

第２６号 ２０１７年度長浜教区運営積立金会計予算（案） 

第２７号 ２０１７年度長浜教区長期総合整備計画積立金会計予算（案） 

第２８号 ２０１７年度長浜教区図書購入積立金会計予算（案） 

第２９号 ２０１７年度長浜教区青少幼年教化推進資金会計予算（案） 

第３０号 ２０１７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の同意を求める件 

第３２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実行委員会規程（案）の件 

第３３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資金規程の一部を改正する規程（案）の件 

第３４号 長浜・五村別院建造物修復整備事業会計に関する件 

① ２０１６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 

③ ２０１７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 

以上 

 

２０１７年度 教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議開催 



○○○○    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、２０１７年度長浜教区「教

務所長各組巡回連絡事項」及び「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の

で、「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。 

    

○○○○    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、教務所員に異動がありましたので、お知らせいたします。 

なお、着任挨拶につきましては、次号に掲載いたします。 

・異動 髙科   行（長浜教務所駐在教導） 三重教務所駐在教導 

 

後任 永井

な が い

 貴宗

たかむね

（熊本教務所駐在教導） 

 

 

・異動 田宮 清子（長浜教務所書記補） 大谷祖廟事務所書記 

 

後任 員辨

い な べ

 唯一

ただかず

（総務部事務見習） 

 

 

田宮 清子（長浜教務所書記補）が組織部に異動し、後任に     （総 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜教区・両別院８・９月行事予定 

 

 

 

 

 

▽▽▽▽転任挨拶転任挨拶転任挨拶転任挨拶    

このたび２０１７年８月１日付で、大谷祖廟事務所への異動を拝命いたしました。 

昨年の８月から、約１年間という短い間でしたが、教区の皆様には大変お世話にな 

りました。新入職員として配属され、右も左も分からず、沢山のご迷惑をお掛けし 

たことと思いますが、そんな私にも皆様はいつも温かく接してくださりました。 

ここまで勤められたのは、支え、お育てくださった皆様のおかげだと、心より感 

謝しております。今後も、この長浜教区で学ばせていただいたことを活かし、精一 

杯頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。 

▽▽▽▽転任挨拶転任挨拶転任挨拶転任挨拶    

２０１７年８月１日付で、三重教区駐在教導への異動を拝命いたしました。当 

教区では２０１０年４月から７年３ヶ月に亘り、勤めさせていただきました。生 

来の怠惰な性格のため、教区の皆さんには多大なご迷惑をおかけしたことをお詫 

びいたしますとともに、本当に辛抱強くお育てをくださったことに心より感謝申 

し上げます。別院境内の夏の草取り、冬の雪除けを経験し、教区のご門徒さん・ 

寺族の方々の、生活から離れることのないお骨折り、お寺への熱い願いの一端を 

感じさせていただきました。強さと、優しさを持つ長浜教区の念仏者の方々から 

の声に背中を押されて、これからも歩んでまいります。 



長浜教区・両別院８月行事予定 

 

【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 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

8/1(火) 

12:30 

14:00 

別院楽僧会追弔会 

門徒戸数調査委員会（小委員会） 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

2(水) 

9:00 

10:00 

19:00 

花あかり練習 

解放特伝カリキュラム会議 

第６回子ども上山会議 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

旧教務所１階 

3(木) 

10:00 

13:00 

教区門徒戸数調査委員会 

正副組長・正副組門徒会長会 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

5(土) 

 

 

17:00 

夏のつどい子ども上山（～６日迄） 

五村別院夏中（～１０日） 

教務所長巡回（第１９組） 

長浜別院 

五村別院 

五村別院 

6(日) 6:00 暁天講座（～１０日迄） 五村別院 

8(火) 15:00 教務所長巡回（第１５組） 大谷会館 講堂 

9(水) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

14(月)  教務所 事務休暇（～１７日迄）  

15(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

17(木) 10:00 教務所長巡回（第１７組） 念相寺 

18(金) 

10:00 

15:15 

教務所長巡回（第１８組） 

教務所長巡回（第１２組） 

南流寺 

眞廣寺 

19(土) 

9:00 

19:00 

教務所長巡回（第２０組） 

教務所長巡回（第１４組） 

西照寺 

極安寺 

20(日) 

11:00 

14:50 

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） 

慈圓寺 

勝徳寺 

来入寺 

21(月) 

15:00 

19:00 

教務所長巡回（第２１組） 

青少幼年小委員会 

樂入寺 

旧教務所１階 

23(水) 

11:00 

19:00 

永代経祥月法要 

解放特伝スタッフ協議会 

五村別院 

大谷会館 講堂 

26 (土) 

11:00 

15:00 

教務所長巡回（第１６組） 

教務所長巡回（第２２組） 

大谷会館 講堂 

慈栄寺 

27 (日) 13:30 教務所長巡回（敦賀組） 真願寺 

29 (火) 9:30  花あかり総会・追弔会 大谷会館 講堂 

教務所教務所教務所教務所    事務休暇事務休暇事務休暇事務休暇のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 

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） 



○○○○    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七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要    

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起起起起きききき上上上上がりがりがりがり小法師小法師小法師小法師についてについてについてについて    

 

教務所・両別院事務所に御遠忌キャラク 

ター（あかり・とも）の「起き上がり小法  

師」（高さ２０㎝）を設置し、オリジナル

ノート（販売価格 １５０円）と併せて御

遠忌の広報行っています。 

なお、「起き上がり小法師」は今後、購

入希望が多数あれば、販売を行う予定です。 

 

 

起起起起きききき上上上上がりがりがりがり小法師小法師小法師小法師    御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌ノートノートノートノート    


