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２０１８年度宗派経常費教区完納の御礼
２０１８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。
（２０１９年
６月２４日現在）
●２０１８年度宗派経常費御依頼額
同 収納額

６６，７７１，０００円
７３，２４５，２２５円（１０９．６％）

※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。

２０１８年度長浜・五村両別院経常費並びに
２０１８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
２０１８年度長浜・五村両別院経常費並びに、２０１８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。
（２０１９年６月２４日現在）
●２０１８年度長浜・五村両別院経常費御依頼額
同 収納額

６，０４４，６７５円
５，８７５，０２５円（９７．１％）

●２０１８年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金
予 算 額
収 納 額

７９０，０００円
２，２４０，５７４円（２８３．６％）

○２０１ ８ 年度教区教化委員会 「 総会 」（ 報告）
報告 ）
６月２１日（金）
、教区教化委員会「総会」
を開催し、２０１８年度教区教化事業の総括
を行うとともに、２０１９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、
『連絡事項冊子』にて報告させていた
だきます。

教化委員会「総会」の様子

○青少幼年スタッフ
少幼年スタッフ研修会
スタッフ研修会「
研修会「大人の
大人の遊び心講座」
心講座」を開催しました
開催しました
６月４日（火）に、青少幼年スタッフ研修会「大人の遊び心講座」を開催いたしました。
講師には「NPO 法人 あそび環境 Museum アフタフ・バーバン」より、北崎圭太 氏と、清水洋
幸 氏をお迎えし、身体全体を使ったレクリエーションを通して、
「遊ぶ」ということの意味に
ついて学び、あらためて考えなおす機会となりました。

アフタフ・バーバンの方々と

スタッフ研修会の様子

○大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回の
大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回の実施について
実施について
大谷大学児童文化研究会の方々が、８月９日（金）から８月１１日（日）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。詳細は同封の案内をご参照ください。

○年間書 の 注文受付 を 開始 します ！
２０１９年度の年間書注文の早期取りまとめを開始します。７月３１日（水）
までにお申込の場合は、送料が無料となりますので、ぜひご利用ください。詳
細は同封の案内をご覧ください。
～取りまとめ対象～
『法語カレンダー』
・
『今日のことば』
・
『報恩講』
・
『真宗大谷派手帳』
・
『真宗の生活』 ※右の写真は２０１９年の法語カレンダーです。

出版コーナー
出版コーナーから

新刊書紹介！

『仏さまの願い－四十八のメッセージ』
仏さまの願い－四十八のメッセージ』
定価：本体 780 円（税別）

尾畑文正 著

・親鸞聖人を宗祖とする浄土真宗で根本的な拠り所とされる経典『仏
説無量寿経』に説かれる阿弥陀仏の四十八願。すべての衆生を救い、
平和・平等・自由の世界を願うこの「仏さまの願い」に、現代を生
きる人間と社会の課題を尋ねていく。筆者による四十八願の現代語
訳付き。
・詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。

○ 長浜別院 、 五村 別院 「 夏中 」 のご 案内
７月２日（火）から１０日（水）まで長浜別院「夏中」をお勤めします。また、８月５日（月）
から１０日（土）まで五村別院「夏中」をお勤めします。有縁の方お誘いあわせのうえ、ご参
拝くださるようご案内申しあげます。

○ 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１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

○ 教務所事務休暇 のお 知 らせ
２０１９年
２０１９年８月１３日
１３日（火）～８
）～８月１６日
１６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

【得度】
（２０１９年５月６日 受式）
第１３組 真勝寺 三山 らさ

第１４組 極安寺 前田 瑞

第１９組 還来寺 音羽 裕美
【住職代務者任命】
第２１組 淨流寺 多賀 英樹（２０１９年５月１７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
7/2(火)
3(水)

時 刻

行

事

内

容

長浜別院 夏中（～10 日まで）
5:30 長浜別院 暁天講座（～10 日まで）

会 場
長浜別院
長浜別院

9:00 教区坊守会常任委員会

大谷会館講堂

10:00 教区監査（別院・教区）

別院・教務所

5(金)

8(月)

13:00 相続講員物故者追弔会

長浜別院

9(火)

13:00 師徳奉讃法要

長浜別院

10(水)

11(木)

15:00 教区推進員連絡協議会「総会」

大谷会館講堂

10:00 教区改編委員会

大谷会館講堂

13:00 募財割当等に関する委員会

大谷会館講堂

15:00 教区会・教区門徒会懇談会

大谷会館講堂

10:00 長浜・五村別院責任役員会

大谷会館講堂

12(金)
13:30 一道会「総会」

別院桜の間

16(火)

11:00 永代経祥月法要

長浜別院

17(水)

11:00 永代経祥月法要

五村別院

10:00 長浜・五村別院建造物修復整備委員会総会

大谷会館講堂

13:00 参事会・常任委員会合同会議

大谷会館講堂

10:00 長浜・五村別院常議員会

大谷会館講堂

18(木)

19(金)
22(月)

9:30 清掃奉仕（第 12 組・第 13 組・第 14 組・敦賀組）

五村別院

23(火)

14:00 解放特伝講義録編集会議

大谷会館別館

25(木)

10:00 長浜・五村別院院議会

大谷会館講堂

10:00 教区会・門徒会合同会議

大谷会館講堂

19:30 部落問題月例学習会①

大谷会館講堂

26(金)

30(火)

9:00 花あかり「総会」

大谷会館講堂

31(水)

9:00 教区坊守会「総会」

大谷会館講堂

13:00 正副組長・正副門徒会長会

大谷会館講堂

15:00 宗会報告会

大谷会館講堂

8/1(木)
五村別院 夏中（～10 日まで）

五村別院

5(月)
15:00 教区改編委員会
6(火)

5:30 五村別院 暁天講座（～10 日まで）

大谷会館講堂

五村別院

