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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

すようお願い申しあげます。   

    

２０１９２０１９２０１９２０１９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    ６６６６６６６６，，，，２０７２０７２０７２０７，，，，００００００００００００円円円円    （（（（前年度比前年度比前年度比前年度比555564646464,000,000,000,000 円減円減円減円減））））    

                                                                                        内内内内    同朋会員志目標額同朋会員志目標額同朋会員志目標額同朋会員志目標額    ５５５５，，，，０８００８００８００８０，，，，００００００００００００円円円円（（（（前年度同額前年度同額前年度同額前年度同額））））    

    

    

宗門では、前の宗会（常会）におきまして、２０２３年にお迎えする宗祖親鸞聖人御誕生

八百五十年・立教開宗八百年にかかる総計画を可決し、慶讃テーマ「南無阿弥陀仏 人と生ま

れたことの意味をたずねていこう」を掲げ、法要までのお待ち受け期間にとどまらず、法要後

の宗門を見据えて、「本願念仏の教えをいただき、次世代に相続する」ことを願い、慶讃事業

に取り組んでまいります。総計画に伴う予算総額は３５億円で、全国への御依頼総額は２９億

円、募財期間は本年度より２０２３年度までの４年間となります。社会経済は依然として厳し

い状況でありますが、趣意をお汲み取りいただき、何卒ご懇念を賜りますようよろしくお願い

申しあげます。詳細は教務所長各組巡回資料をご覧ください。 

    

慶讃懇志金慶讃懇志金慶讃懇志金慶讃懇志金御依頼額御依頼額御依頼額御依頼額    ３６３６３６３６，，，，０８４０８４０８４０８４，，，，００００００００００００円円円円        

    

    

２０１９年６月１日から６月３０日までに、２０１８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、心より御礼申しあげます。 

 

 

 

 

 

○○○○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    

２０１９年度長浜教区「教務所長各組巡回資料」、「同朋新聞７月号」を寺院と組門徒会員分

を同封いたしました。教務所長巡回における説明資料として使用いたしますので、当日当日当日当日はははは必必必必

ずごずごずごずご持参持参持参持参くださくださくださくださいますいますいますいますようおようおようおようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

 ※各組の巡回の期日は４頁をご参照ください。 

 

 

発行日／２０１９年８月１日 

発行人／長浜教務所長 宮戸 弘 

教務所開所時間 平日9：00～17：30 

 

管内月報は、教区ホーム 

ページからもダウンロー

ドしてご覧いただけます。 
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（スマートフォン対応） 

２０１８年度宗派経常費教区完納の御礼 

２０１９年度宗派経常費について 

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃懇志金について 



 

２０１９年７月２６日（金）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、原案どおり可決・承認されたのでご報告します。 

 

記 

第 １ 号 ２０１８年度長浜教区教化事業報告 

第 ２ 号 ２０１８年度長浜教区事業費会計歳入歳出決算書 

第 ３ 号 ２０１８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 ２０１８年度長浜教区共済特別会計収支計算書 

第 ５ 号 ２０１８年度長浜教区非常事態対策費会計収支計算書 

第 ６ 号 ２０１８年度長浜教務所員役宅整備特別会計収支計算書 

第 ７ 号 ２０１８年度長浜教区伝道車費会計収支計算書 

第 ８ 号 ２０１８年度長浜教区出版物会計収支計算書 

第 ９ 号 ２０１８年度長浜教区災害救援特別会計収支計算書 

第１０号 ２０１８年度長浜教区運営積立金収支計算書 

第１１号 ２０１８年度長浜教区長期総合整備計画積立金収支計算書 

第１２号 ２０１８年度長浜教区図書購入積立金収支計算書 

第１３号 ２０１８年度長浜教区青少幼年教化推進資金収支計算書 

第１４号 ２０１８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収

支計算書 

第１５号 ２０１９年度宗派経常費の御依頼割当に関する件 

第１６号 ２０１９年度教区費の御依頼割当に関する件 

第１７号 宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃懇志金の御依頼割当に関する件 

第１８号 ２０１９年度長浜教区教化事業計画 

第１９号 ２０１９年度長浜教区事業費会計歳入歳出予算 

第２０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２０１９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 

第２１号 長浜教区共済規程の一部を改正する規程の件 

第２２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２３号 長浜・五村別院建造物修復整備事業会計に関する件 

①２０１８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 

③２０１９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 

２０１９年度 教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議開催 



○○○○教務所長兼輪番教務所長兼輪番教務所長兼輪番教務所長兼輪番のののの人事異動人事異動人事異動人事異動についてについてについてについて     

７月１日付の人事異動により、３年間その任にあった、宮尾 隆造 長浜教務所長兼長浜別院･

五村別院輪番が東京宗務出張所長に異動し、宮戸 弘 大谷祖廟事務所長が当教区の教務所長並

びに両別院輪番に発令されましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

    

○○○○    教区門徒会教区門徒会教区門徒会教区門徒会のののの役員役員役員役員がががが選出選出選出選出されましたされましたされましたされました    

佐野 稔 教区門徒会長の会長辞職に伴い、７月２６日午前９時から教区門徒会（臨時会）を

開催し、以下のとおり役員が選出されましたのでお知らせいたします。 

    

長浜教区門徒会長    中村  秀男 （敦賀組 唯願寺） 

長浜教区門徒会副会長  將亦 冨士夫 （第１８組 珀清寺） 

    
また、教区門徒会常任委員である將亦 冨士夫氏が、教区門徒会副会長に互選されたことにより、常任委

員第１補充員である嶌津 俊治氏（第２３組本光寺）が常任委員に、第２補充員である、中村 由嗣氏（第

２２組 相頓寺）が第１補充員に変更となりましてので、ご報告いたします。 

 

○○○○    教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ     

 

 

 

 

離任挨拶 宮尾 隆造 

去る７月１日付で、東京宗務出張所長に転任いたしました。 

長浜教区の皆さまには、大変お世話になり有難うございました。思いおこせば、２０１６年

に赴任し、大谷会館及び五村別院教如上人御廟所の御修復事業、教区・両別院の宗祖親鸞聖人

七百五十回御遠忌の厳修等、これからの教区の歩みにおいて大変重要な事業に関わらせていた

だく事ができました。 

申すまでもなく、これら重要事業が完遂出来ましたのは、ひとえに皆さまお一人おひとりの

お力添えの賜物であるとともに、主体的に取り組んでいただいた結果であると存じます。 

これら長浜において賜った経験を糧として新天地においても微力ながら精一杯ご宗門の興隆

発展に尽くす事が、皆さまからいただいたご厚情に対するご恩返しである事と存じます。 

合 掌 

着任挨拶  宮戸

み や と

 弘

ひろし

 

去る７月１日付で、長浜教務所長・長浜別院輪番・五村別院輪番を拝命いたしました。 

前任地は大谷祖廟事務所でございました。親鸞聖人のご廟を崇敬護持し、後の世代に引き継い

でいくことの大切さを実感する４年間でした。 

もとより浅学菲才の若輩ではございますが、前所長同様、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願

いいたします。                                合 掌 

 

２２２２０１９０１９０１９０１９年年年年８８８８月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））    

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 



長浜教区・五村・長浜別院８月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

8/1(木) 

11:00 

13:00 

15:00 

長浜・五村別院臨時院議会 

正副組長・正副門徒会長合同会議 

宗会報告会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

5(月) 

 

14:00 

五村別院 夏中（～10日まで） 

教区改編委員会 

五村別院 

大谷会館講堂 

6(火) 5:30 五村別院 暁天講座（～10日まで） 五村別院 

7(水) 13:30 一道会定例 大通寺桜の間 

8(木) 

10:30 

15:00 

御坊さんお勤め講習会 

教務所長巡回（第15組） 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

9(金)  大谷大学日曜学校巡回（～10日まで）  

10(土) 18:30 暁天講座講師反省会 大谷会館講堂 

13(火)  教務所 事務休暇（～16日まで）  

17(土) 

11:00 

13:30 

19:00 

教務所長巡回（第17組） 

教務所長巡回（第13組） 

教務所長巡回（第24組） 

念相寺 

慈圓寺 

來入寺 

18(日) 

10:00 

15:00 

教務所長巡回（第18組） 

教務所長巡回（第12組） 

玄龍寺 

眞廣寺 

19(月) 19:00 教務所長巡回（第14組） 極安寺 

20(火) 

9:30 

11:00 

13:00 

15:00 

花あかり練習 

永代経祥月法要 

解放特伝講義録編集会議 

教務所長巡回（第23組） 

大谷会館講堂 

長浜別院 

大谷会館別館 

存法寺 

21(水) 

11:00 

15:00 

永代経祥月法要 

教務所長巡回（第21組） 

五村別院 

樂入寺 

22(木) 9:30 企画室課題検討会 大谷会館講堂 

23(金) 19:30 部落問題月例学習会 大谷会館講堂 

24(土) 

11:00 

13:00 

教務所長巡回（第16組） 

教務所長巡回（第22組） 

大谷会館講堂 

要誓寺 

25(日) 

13:00 

17:00 

教務所長巡回（敦賀組） 

教務所長巡回（第19組） 

萬象 

五村別院茶所 

29(木) 19:00 組教化推進員協議会 大谷会館講堂 

31(土) 

10:00 

13:00 

教務所長巡回（第20組） 

おおたにキッズキャンパスin長浜 

西照寺 

長浜別院 

○○○○五五五五村村村村別院夏中別院夏中別院夏中別院夏中のごのごのごのご案内案内案内案内     

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。また、６日から１０日

までは、暁天講座を開催いたしますので、有縁の方々お誘い合わせのうえ、ご参拝くださるよ

うご案内申しあげます。 


