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○第３回門徒戸数調査にて算定された数値の公開について  

第３回門徒戸数調査にて算定された数値について、長教発第６号（２０１７年２月１日付）に

て通知いたしましたとおり、管内月報にて下記のとおり公開いたします。 

 

【長教発第６号抜粋】 

（１）全ての設問の数値について、各組の合計値を管内月報に掲載して報告する。 

（２）各寺院の設問１の合計指数についても管内月報に掲載して報告する。 

（３）上記（１）（２）の数値を各組所長巡回資料に掲載する 

併せて、教区内各寺院の調査結果の全ての数値は、教務所に台帳を備え、申し出のあった

場合には、組・所属寺院・氏名・閲覧の目的を記帳の上、閲覧可能といたします（持ち出し、

コピー不可。閲覧者の資格・対象は定めないが、所属の寺院と閲覧の目的が明らかでない場

合には許可しない）。 

また、『門徒戸数調査』「設問１」のみの数値を、２０１８年度の御依頼割当に使用するこ

とが２０１６年度の教区会・教区門徒会において可決いたしております。 

 

（１）各設問の内容 

 

１－① 貴寺院が導師として葬儀を執行し、その後も法務(法事、報恩講、月参り等)の縁がある戸数。【係数 1.0】 

１－② 上記①以外で、宗門の御依頼金や寺院維持費を貴寺院に納入されている戸数。（新たに貴寺院に関係し

た門徒や新家・分家等を含む。）【係数 1.0】 

１－③ 上記①・②以外で、貴寺院に関係する門徒であるが、転出や転居等の理由により遠隔地のため葬儀や

法事の法務以外を勤められない戸数。【係数 0.5】 

２－① 貴寺院が導師として葬儀を執行するが、その他の法務（法事、報恩講、月参り等）の一部または全部

を他の寺院に依頼している戸数。【係数 0.7】 

２－② 一部地域で｢男門徒・女門徒｣あるいは｢半檀家｣という呼称で呼びならわされている戸数。【係数 0.5】 

３－① 他の寺院に所属する門徒であるが、所属寺院や当該門徒からの依頼によって、貴寺院が葬儀以外の法

務（法事・報恩講・月参り等）の一部または全部を行っている戸数。【係数 0.3】 

３－② 他の寺院に所属する門徒であるが、所属寺院からの依頼によって貴寺院が導師として葬儀を執行した

過去５年の年間平均戸数。【係数 0.5】 

３－③ 他の寺院や門徒からの依頼により、貴寺院が葬儀の手伝いをし、または諷経(ふぎん)として参勤した

過去５年の年間平均戸数。【係数 0.2】 

４－① 葬儀社や喪主からの依頼により、貴寺院が導師として葬儀を執行したが、その後の法務の縁が続かな

かった過去５年の年間平均戸数。【係数 0.3】 

４－② 他宗・他派を含め、貴寺院と墓・納骨堂のみのつながりによる戸数。【係数 0.1】 
※１ 先の設問で記入された戸数は除きます。 

※２ 指数は戸数にそれぞれの設問の係数を掛けた数値です。 

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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別　院 第12組 第13組 第14組 第15組 第16組 第17組 第18組

2 35 37 17 23 22 24 26

戸数 169 910 805 539 705 509 610 611

指数 169 910 805 539 705 509 610 611

戸数 37 26 29 20 7 12 12 8

指数 37 26 29 20 7 12 12 8

戸数 0 18 15 1 7 19 48 26

指数 0.0 9.0 7.5 0.5 3.5 9.5 24.0 13.0

戸数 0 0 0 2 0 0 2 6

指数 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.4 4.2

戸数 0 0 0 0 0 0 0 0

指数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

戸数 0 15 27 6 7 28 4 0

指数 0.0 4.5 8.1 1.8 2.1 8.4 1.2 0.0

戸数 0.0 0.0 4.4 0.4 0.0 1.4 0.0 0.0

指数 0.00 0.00 2.20 0.20 0.00 0.70 0.00 0.00

戸数 0.0 73.8 21.9 4.3 13.5 9.1 13.0 17.4

指数 0.00 14.76 4.38 0.86 2.70 1.82 2.60 3.48

戸数 0.0 0.0 4.6 10.0 1.6 4.0 0.0 2.6

指数 0.00 0.00 1.38 3.00 0.48 1.20 0.00 0.78

戸数 0 35 14 0 0 1 5 0

指数 0.0 3.5 1.4 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0

戸数 206.0 1077.8 920.9 582.7 741.1 583.5 694.0 671.0

指数 206.00 967.76 858.96 566.76 720.78 542.72 651.70 640.46
合計

組名

寺院数

設問３

①

②

③

設問４

①

②

設問１

①

②

③

設問２

①

②

（２）各設問の組合計値（調査日 ２０１７年２月１日） 

 

     

第19組 第20組 第21組 第22組 第23組 第24組 敦賀組 合計数値

25 25 30 32 36 30 26 390

戸数 502 526 576 556 562 907 439 8926

指数 502 526 576 556 562 907 439 8926

戸数 1 3 4 1 71 0 18 249

指数 1 3 4 1 71 0 18 249

戸数 17 9 8 9 4 66 22 269

指数 8.5 4.5 4.0 4.5 2.0 33.0 11.0 134.5

戸数 4 0 1 0 0 63 0 78

指数 2.8 0.0 0.7 0.0 0.0 44.1 0.0 54.6

戸数 0 1 5 0 0 21 0 27

指数 0.0 0.5 2.5 0.0 0.0 10.5 0.0 13.5

戸数 3 0 4 1 51 0 13 159

指数 0.9 0.0 1.2 0.3 15.3 0.0 3.9 47.7

戸数 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 9.2

指数 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 4.60

戸数 23.4 12.0 19.4 1.1 5.6 9.0 110.2 333.7

指数 4.68 2.40 3.88 0.22 1.12 1.80 22.04 66.74

戸数 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 28.7

指数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 8.61

戸数 0 0 7 1 8 10 11 92

指数 0.0 0.0 0.7 0.1 0.8 1.0 1.1 9.2

戸数 550.4 551.0 625.4 569.1 703.6 1076.0 619.1 10171.6

指数 519.88 536.40 593.48 562.12 653.22 997.40 496.81 9514.45
合計

組名

寺院数

設問３

①

②

③

設問４

①

②

設問１

①

②

③

設問２

①

②



長圓寺 木原  行裕 34.0
別院名 輪番 指数 念願寺 堀澤  俊行 23.0

長浜別院 宮尾  隆造 145.0 浄休寺 廣瀨  真人 22.0

五村別院 宮尾  隆造 61.0 真入寺 伊藤  慈成 13.0
206.0 了敬寺 大鹿  孝順 42.0

通來寺 禿子  慈孝 23.0
福願寺 藤野  憲成 45.0

寺院名 住職・代務者 指数 長恩寺 上橋  文彰 14.5

嚴因寺 (代)竹中  慈祥 5.0 長樂寺 上橋  宏章 13.0

等倫寺 曽我  謙成 69.0 福念寺 國島  惠順 18.0
緑苔寺 冨田  宗明 12.0 真勝寺 三山 　 岳 23.0
法善寺 華房  光壽 47.5 光專寺 廣瀨　  澄 29.5
源海寺 寺尾　  務 15.0 慈圓寺 岡　  廣見 16.0
正福寺 廣瀬  正美 20.0 明秀寺 (代)谷  裕信 51.0

聞信寺 几 　 恵憲 18.0 光西寺 一色 　 孝 21.0

善仁寺 後藤  法隆 45.0 西元寺 横山  正人 28.0

德法寺 福田  隆丸 34.0 即法寺 永尾　  眞 15.0

浄信寺 桑門  昭憲 13.0 光運寺 黒田  蜜道 13.0
敬永寺 桂樹  義尚 82.0 青蓮寺 (代)清水百合子 11.0

正恩寺 (代)大野  龍天 14.0 聽信寺 冨田  正孝 26.0

法雲寺 (代)宇野  慶壽 15.0 入善寺 (代)房岡  文成 16.0

稱揚寺 福田  觀順 35.0 翠巖寺 小谷 　 仁 25.5

正覺寺 樋口　  崇 24.5 講善寺 源 　 英信 5.0
善行寺 梶浦　  智 15.0 松音寺 松井  俊正 10.0
真廣寺 竹中  慈祥 51.0 大久寺 堀 　 顕成 25.0
今江寺 浅野  茂伸 6.0 841.5
一念寺 和田  博文 20.0
崇德寺 宇野  慶壽 20.0
即徃寺 京極  眞了 50.0 寺院名 住職・代務者 指数

正業寺 橘 　 香洋 15.0 慶雲寺 (代)春近　  寛 15.0

皆圓寺 (代)和田  博文 9.0 授法寺 (代)一乘ゆき代 36.0
光圓寺 髙堂  祐眞 32.0 浄圓寺 神坂  惠正 41.0
啓福寺 廣瀬  正俊 27.0 皆念寺 春近　  寛 27.0
光常寺 長尾  光道 35.0 通念寺 成瀨  信雄 26.0
永福寺 川口　  徹 50.0 念力寺 菅原  碩信 16.5
證光寺 平野  明應 31.5 利覺寺 長谷  良雄 50.0
聞法寺 雲根  隆敏 11.0 德明寺 東野  文惠 96.0
本光寺 (代)雲根  隆敏 3.0 福泉寺 東谷　  智 65.0

了信寺 澁谷  竜康 13.0 極性寺 小足  諭司 36.0

德善寺 飯村  英章 35.5 長願寺 陵木  文道 14.0
浄念寺 世継  俊浩 72.0 極安寺 別府  憲雄 16.0
圓明寺  0.0 満立寺 黒田 　 真 40.0

945.0 浄休寺 伊藤 　 均 13.0

西蓮寺 脇阪  宏一 25.0
願浄寺 對月  慈照 24.0

寺院名 住職・代務者 指数 光覺寺 榎 　　 曉 19.0

智通寺 星津  智泉 14.0 559.5

唯佛寺 田原  正人 34.5
光了寺 (代)有賀  欣哉 23.5
善證寺 今藤 　 尚 34.0 寺院名 住職・代務者 指数

見瑞寺 福井　  惠 20.0 持專寺 笠原  俊典 45.0

德願寺 齊藤  憲雄 15.0 長源寺 宮尾　  卓 24.0
專了寺 菅原  俊夫 13.0 養善寺 常盤  孝信 47.0
勝專寺 (代)大鹿  孝順 31.0 正等寺 (代)七岡  朊子 5.0
浄蓮寺 单浮  眞亮 14.0 圓法寺 吉田  　公 42.0
栁岸寺 大野  龍天 32.0 田勝寺 七岡  朊子 27.0
立勝寺 旭野  邦麿 25.0 宗樂寺 山口  敦子 14.0

善通寺 黒田  義邦 23.0 吟松寺 北條  嵩仁 25.0

別院

小計

第１２組

小計

第１３組

第１４組

小計

第１５組

小計

（３）各寺院の設問１の合計値（指数） 



了源寺 (代)芳井  悦雄 2.0 德藏寺 (代)三條  和重 12.0
薫德寺 加田岡直樹 38.0 念相寺 千田  洋文 43.0

心縁寺 芳井  悦雄 13.0 圓德寺 三條  秀行 36.0

雲西寺 長田  知光 12.0 觀念寺 明石  祐憲 52.0
大雲寺 浅井 　 勝 57.0 福順寺 蟻溪  亮太 29.0
西福寺 西阪　  眞 21.5 善力寺 (代)筒井  淳心 20.0
善覺寺 東山  文夫 7.0 万傳寺 (代)法雲  俊邑 35.0
願養寺 長 　 尚澄 48.5 光泉寺 (代)法雲  俊邑 31.0

淨琳寺 藤谷 　 彰 44.0 觀行寺 法雲  俊邑 14.0

勝福寺 月見  敏樹 21.0 圓樂寺 (代)德永  格誠 14.0
安浄寺 藤濱  真人 35.5 行德寺 (代)法雲  俊邑 27.0
一心寺 護 　　 嵓 28.0 646.0
覺應寺 河﨑  顯了 43.0
真行寺 藤田  義嗣 72.0

了念寺 橘 　 慶昌 44.0 寺院名 住職・代務者 指数

715.5 傳正寺 斎藤  篤之 18.0

了西寺 生駒  廣圓 7.0

景流寺 福田　  濟 11.0
寺院名 住職・代務者 指数 忍法寺 藤 　 晃祐 43.0

圓教寺 河﨑  英博 14.0 運行寺 寺本  了俊 11.0

願隨寺 千田  賢順 14.0 極樂寺 (代)藤谷  秀樹 20.0

圓乘寺 髙山　  崇 13.0 成満寺 稲葉きらら 44.0

西光寺 大谷  　桂 20.0 安勝寺 大寄  昌友 29.0
岩隆寺 大田  政幸 26.0 蓮臺寺 鎌足  慶文 34.0
蓮澤寺 藤元 　 武 25.5 玄龍寺 八島  隆教 46.0
遍増寺 (代)武田  良耀 25.0 法音寺 (代)藤本  信子 12.0
恭敬寺 橘 　 憲照 24.0 養泉寺 (代)海北  誓子 5.0
願海寺 (代)大谷  正行 9.0 慶德寺 岡本 　 学 13.0
了願寺 山階  博司 2.0 蓮光寺 筧　　  承 50.0

源光寺 (代)藤澤  孝典 9.0 詫明寺 水谷  智海 19.0

西空寺 佐藤  愼二 8.0 満德寺 佐藤  義成 22.0
憶念寺 藤澤  孝典 40.0 勝傳寺 中西  佳澄 20.5
誓傳寺 福永 　 慧 32.5 即心寺 水口  信也 31.0
浄覺寺 佐竹  章弘 8.0 蓮受寺 小堀  誓勝 13.5
金光寺 新庄  了澄 38.0 光現寺 大栁  仁司 50.0
德満寺 蜂屋  良彦 65.0 飯田寺 40.0
歸命寺 25.0 來生寺 櫟  　　敏 15.0
善照寺 園 　 覚正 23.0 单流寺 藤邉  匡文 41.0

專福寺 松村 　 仁 17.0 珀清寺 海北 　 康 14.0

浄願寺 澤面  宣了 68.5 行念寺 (代)松見  文雄 16.0
教念寺 嶋田  明仁 24.0 明法寺 長井  善教 7.0

530.5 632.0

寺院名 住職・代務者 指数 寺院名 住職・代務者 指数

碧藏寺 竹田  亮諦 58.0 念信寺 多賀  英樹 10.0

存光寺 道祖尾直子 19.0 圓融寺 宮下  朊憲 55.0

金蓮寺 藤 　 知行 29.0 西雲寺 竹ヶ鼻和友 10.0
願善寺 小倉  雅文 24.0 勝圓寺 八木  朊崇 46.0
願久寺 寺本  智教 18.0 法信寺 宮部　  等 11.0

永勝寺 山家　  賢 6.0 願應寺 (代)堀澤  俊行 22.0

西養寺 单池  直樹 12.0 浄行寺 貴山　  明 21.0
浄泉寺 (代)鎌足  慶文 20.0 了見寺 土田  慶德 5.0
法通寺 德永  格誠 62.0 休安寺 (代)貴山　  明 4.0
宿願寺 藤井  哲朗 32.0 頓證寺 雨森  慶為 55.5
宗元寺 (代)德永  格誠 10.0 還来寺 音羽　  闡 24.0
廣善寺 (代)岡本 　 学 33.0 專宗寺 虎頭  良裕 19.0

浄邦寺 10.0 了福寺 松見　  学 25.0

小計

第１６組

小計

第１７組

小計

第１９組

第１８組

小計

 



本德寺 大村　  治 13.0 浄福寺 藤本 　 有 10.0
覺法寺 (代)松見　  学 8.0 西光寺 (代)藤澤  賢肇 4.0

正福寺 笹原  弘正 24.0 入願寺 (代)藤居  専昭 19.0

西敎寺 北辺  禎雄 13.0 清休寺 泉 　 惠機 25.0
真證寺 石田  秀正 9.0 禮信寺 山田  孝夫 18.0
篠原寺 (代)多賀  英樹 10.0 聞稱寺  22.0
覺了寺 藤本  史彦 30.0 專通寺 真東  道博 22.0
常善寺 (代)菅原  俊夫 28.0 本覺寺 伊吹  惠鐘 37.5

浄國寺 渡邉  光德 4.0 專光寺 藤脇  真樹 14.5

妙香寺 藤田  哲史 29.0 泉龍寺 藤 　 崇之 8.0
准願寺 冨永  法成 30.0 源照寺 箱田  秀信 8.0
西通寺 (代)冨永  法成 6.0 恩長寺 安居院憲彰 45.0

511.5 願正寺 伊吹  勇真 9.0
成真寺 (代)松枝 　 剛 13.0

了因寺 松枝 　 剛 9.0

寺院名 住職・代務者 指数 願敎寺 千田 　 純 37.0

理念寺 野村  顕俊 15.0 髙德寺 脇坂  高峰 11.0

明照寺 細川 　 顕 12.0 584.0
良善寺 (代)細川 　 顕 7.0

宗念寺 三浦  了祥 25.0

善良寺 細井  　剛 25.0 寺院名 住職・代務者 指数

長善寺 松見  文雄 18.5 光乘寺 長 　 正道 15.0

廣行寺 曽根  大榮 33.0 本誓寺 本　  正彦 24.0
唯敎寺 藤　  堅正 13.0 來現寺 三原  了導 21.0
宗信寺 加納  公暉 6.0 緑映寺 (代)北川万紀子 10.0
西善寺  9.0 雲外寺 木村  智明 12.0
西入寺 錦  　秀見 5.0 慈榮寺 藤谷  秀樹 72.0
專明寺 瀨邊　  亨 46.0 要誓寺 早嵜  和典 46.0
養本寺 光明  祐寛 12.0 專得寺 藤居  専昭 14.0

唯願寺 蓮元さゆり 26.0 真宗寺 仲西  裕昭 39.0

圓光寺 堀 　　 匠 21.0 應德寺 (代)藤本  永照 6.0
玉泉寺 野寺  真永 19.0 真立寺 (代)藤本  永照 9.0
西照寺 玉樹 　 惇 47.0 正安寺 藤本  永照 23.0
唯行寺 花岡  亮英 26.0 善林寺 26.0
白櫻寺 中濱  顯文 22.0 西源寺 (代)小江  義美 11.0
念善寺 立花  徳秀 81.5 來通寺 松江 　 樹 5.0
光輪寺 足利  弘樹 8.0 通覺寺 (代)松江 　 樹 5.0
淨信寺 (代)中川  信吾 6.5 正傳寺 (代)速水  賢昭 11.0

明願寺  24.0 智源寺 柏原  信行 19.0

空念寺 園 　 悦子 18.0 最藏寺 今西  英勝 9.0
覺圓寺 朝比奈覚順 8.0 正泉寺  5.0

533.5 相頓寺 小江  義美 51.0

廣福寺 (代)中濱  顯文 13.0

浄明寺 10.0
寺院名 住職・代務者 指数 正賢寺 嶂单  芳雄 13.0

林栖寺 橘 　 香澄 23.0 安立寺 橘 　　 寛 5.0

來真寺 (代)中澤  章浩 4.0 空德寺 朝山  憲雄 12.0

明善寺 中澤  章浩 17.0 西慶寺 佐々木尚隆 10.5
正信寺 (代)中澤  章浩 3.0 浄願寺 吉武  宗壽 13.0
淨流寺 20.0 金光寺 (代)吉武  宗壽 4.0

慶善寺 (代)對月  慈照 25.0 西樂寺 五坪  智山 17.0

等光寺 髙田  信照 13.0 專照寺 鷦鷯  全臣 10.0
念慶寺 速水　  馨 27.5 佛心寺 新田  專信 21.0
常德寺 井下山  貴 37.0 561.5
樂入寺 門池 　 守 29.0
正法寺 北川 　 哲 8.0
真願寺 稲葉  善學 45.5 寺院名 住職・代務者 指数

運德寺 (代)藤本 　 有 20.0 願超寺 橘 　 真証 25.0
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正観寺 髙知 　 司 10.0 報春寺 東野恵利子 14.0
本光寺 森 　 清隆 6.0 明樂寺 藤谷  愛嗣 158.5

芳澤寺 天守  正博 23.0 明德寺 秦 　 信映 73.0

祐善寺 藤本  正隆 12.0 誓海寺 谷 　 孝之 60.0
法受寺 (代)麓 　 裕史 6.5 樹德寺 髙橋  和徳 30.0
立法寺 麓 　 裕史 8.0 西德寺 磯野  恵昭 42.5
保念寺 (代)古松  了祐 13.0 殘景寺 横山  義典 47.0
頓念寺 古松  了祐 17.0 明源寺 松浦  　整 26.0

善福寺 浅野  直伸 8.0 明正寺 (代)松浦 　 整 15.0

稱善寺 (代)中西  佳澄 1.0 景好寺 (代)秦　  信映 9.0
宿善寺 井口  昭宏 12.0 940.0
圓長寺 加田岡克哉 17.0
浄法寺 東溪  芳寿 9.0
西信寺 日野  顕信 9.0 寺院名 住職・代務者 指数

應因寺 東野  常雄 21.0 量泉寺 関地  幸夫 32.0

向源寺 松室  慈慧 13.0 西雲寺 武生  克幸 39.5

真西寺 藤森  了堅 15.0 西德寺 本田　  求 30.0

行信寺 (代)東溪  芳寿 5.0 西誓寺 岡山　  巧 7.0
寳林寺 旭 　　 覺 15.0 隆法寺 興法  慶実 15.0

圓照寺 東野  秀和 42.0 永壽寺 (代)清谷  寛之 9.0

勝德寺 髙月  賢瑩 62.0 願通寺 稲倉  良昭 10.0

存法寺 髙月  眞壽 45.0 眞願寺 益田　  弦 90.0

浄照寺 (代)長 　 尚澄 17.0 高德寺 福井  秀令 41.5
速満寺 藤澤  賢肇 20.5 唯願寺 髙岡　　淳 10.0
龍泉寺  40.0 無量寺 香室  暢昭 25.0
德恩寺 末信  正寛 30.0 長賢寺 唐川  篤子 18.0
空観寺 筧　  浩雄 30.0 髙照寺 (代)中村  泉 5.0
長應寺 小山  德潤 16.0 善行寺 村上  幸治 15.0
報土寺 (代)白髭  英春 14.0 了福寺 川那部廣一 8.0

專心寺 白髭  英之 4.0 稱名寺 佐々木弘照 16.0

元龍寺 片桐  一成 12.0 願立寺 清谷  晃昭 20.0
安覺寺 松室  哲明 17.0 高雲寺 藤本 　 勝 12.0
龍山寺 岩井  一博 10.0 蓮敎寺  3.0
長通寺 久保田  隆 20.0 意力寺 湯谷信一郎 13.0

625.0 浄賢寺 巖  　隆夫 10.0
西願寺 (代)巖 　 隆夫 12.0
了雲寺  5.0

寺院名 住職・代務者 指数 願浄寺 西山  了信 11.0

浄敎寺 川那部恵龍 37.0 高福寺 竹本  良英 4.0

恩覺寺 三宅  正隆 19.0 皆圓寺 川越  道雄 7.0
覺勝寺 東野  裕賢 27.0 468.0
了覺寺 熊野  俊史 13.0

圓行寺 禿 　 信敬 27.0 9299.5

隨願寺 佐々木真也 12.0
妙覺寺 藤 　 孝英 59.0

教覺寺 (代)松尾 　 淳 11.0

充滿寺 西野健太郎 56.0

覺念寺 松尾  　淳 10.0
本宗寺 藤井  滉丸 18.0
梅龍寺 石野  信行 10.5

雙林寺 川那部好香 23.0

證光寺 藤川  賢瑞 8.0
慶福寺 4.0
立圓寺 東野  義誠 17.0
猶存寺 髙橋  宗明 9.0
長照寺 福田  義本 44.0
圓常寺 東山  啓子 20.0

來入寺 美濃部俊裕 40.5

小計

第２４組

小計

敦賀組

小計

総合計

 

※１ 表中の指数欄は、設問 1-①、1-②、1-③の

各設問の合計値（指数）を記しています。 

※２ 住職欄は、2018年 6月 28日現在の住職氏

名を記しています。(代)の表示は代務者。 

※３ 調査日以降に解散した寺院を記載いたし

ておりません。そのため組合計値との間に

齟齬がある組があります。 

 



 

２０１７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あげます。（２０１８年

６月２８日現在） 

●２０１７年度宗派経常費御依頼額   ６７，９７６，０００円 

同 収納額      ８０，５２３，５０６円（１１８．４％） 

※最終確定額につきましては、後日あらためてご報告させていただきます。 

 

 

 

 

２０１７年度長浜・五村両別院経常費並びに、２０１７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あげます。（２０１８年６月２８日現在） 

●２０１７年度長浜・五村両別院経常費御依頼額  ６，２７７，３７５円 

同 収納額            ６，２６１，７７５円（９９．７％） 

 ●２０１７年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金 

予 算 額      ４，８５０，０００円 

収 納 額      １６，４２９，６２６円（３３８．７ ％） 

 

○２０１７年度教区教化委員会「総会」（報告） 

６月１５日（金）、教区教化委員会「総会」を開催し、２０

１７年度教区教化事業の総括を行うとともに、２０１８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２６日開催予定の教区会･教区門徒

会（通常会）以降に、あらためて報告させていただきます。 

 

○ 教務所事務休暇のお知らせ  

 ２０１８年８月１３日（月）～８月１７日（金） 

上記の期間、夏季休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜教務所携帯電話 ℡０８０-６１８４-３４７８ 

２０１７年度宗派経常費教区完納の御礼 

２０１７年度長浜・五村両別院経常費並びに 
２０１７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 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

  第２２組 專照寺 住 職 鷦鷯 全臣（２０１８年３月２０日命終） 

第１５組 淨琳寺 前住職 藤谷  勝（２０１８年６月 ３日命終） 

敦 賀 組 願浄寺 住 職 西山 了信（２０１８年６月１６日命終） 

【住職代務者任命】 

  第１３組 明秀寺 谷  裕信（２０１８年４月１０日 任命） 

  第２２組 金光寺 吉武 宗壽（２０１８年６月２５日 任命） 以上（敬称略） 



長浜教区・五村・長浜別院７月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

7/2(月) 

 

9:30 

13:30 

長浜別院 夏中（～10日まで） 

花あかり練習 

坊守会三役会 

長浜別院 

五村別院 

旧教務所 

3(火) 
5:30 

13:30 

長浜別院 暁天講座（～10日まで） 

五村別院役員会 

長浜別院 

五村別院 

6(金) 10:00 教区・別院監査 別院・教務所 

8(日) 13:00 相続講員物故者追弔会 長浜別院 

9(月) 

10:00 

13:00 

15:30 

19:00 

教区監査（別院・教区） 

師徳奉讃法要 

坊守会会計監査 

御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 

別院・教務所 

長浜別院 

旧教務所 

旧教務所 

10(火) 
10:00 

14:00 

募財割当に関する委員会 

教区会・門徒会懇談会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

11(水) 

10:30 

11:00 

14:00 

御坊さんお勤め講習会 

永代経祥月法要 

御遠忌本部会議 

大谷会館講堂 

五村別院 

大谷会館講堂 

12(木) 10:00 長浜・五村別院責任役員会 大谷会館講堂 

13(金) 14:00 離脱問題資料集編集委員会 長浜別院 

17(火) 

9:30 

11:00 

14:00 

花あかり練習 

永代経祥月法要 

御遠忌本部会議 

五村別院 

長浜別院 
大谷会館講堂 

18(水) 

10:00 

11:00 

13:00 

長浜・五村別院建造物修復整備委員会総会 

連区准堂衆会 

参事会・常任委員会合同会議 

桜の間 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

19(木) 19:00 御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 旧教務所 

20(金) 10:00 長浜・五村別院常議員会 大谷会館講堂 

23(月) 
9:30 

18:30 

清掃奉仕（第 19・20・21組） 

御遠忌情宣部会議 

五村別院 

大谷会館講堂 

24(火) 13:30 坊守会常任委員会 旧教務所 

25(水) 10:00 長浜・五村別院院議会 大谷会館講堂 

26(木) 10:00 教区会・門徒会合同会議 大谷会館講堂 

30(月) 19:00 御遠忌讃仰事業『おつとめおけいこ会』 大谷会館講堂 

31(火) 
9:00 

14:00 

坊守会総会 

御遠忌事業部（讃仰講演・復興支援班）会議 

大谷会館講堂 

旧教務所 

8/1(水) 9:30 花あかり練習 大谷会館講堂 

8/3(金) 
13:00 

15:00 

正副組長・正副門徒会長会 

宗会報告会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

5(日)  五村別院 夏中（～10日まで） 五村別院 

 


