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２０１９年度宗派経常費教区完納の御礼
２０１９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。
（２０２０年
６月２５日現在）
●２０１９年度宗派経常費御依頼額
同 収納額

６６，２０７，０００円
７２，００８，６５３円（１０８．７％）

※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。

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収納の御礼
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、厳しい経済状況の中
にもかかわらず、格段のご尽力を賜りましたこと、衷心より厚く御礼申しあげます。
（２０２
０年６月２５日現在）
●御依頼額（２０１９～２０２２年度）
同 収納額

３６，０８４，０００円（４ヵ年の総額）
１８，４６５，６６５円（５０．９％）

２０１９年度長浜・五村両別院経常費並びに
２０１９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
２０１９年度長浜・五村両別院経常費並びに、２０１９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、格別の御進納を賜りました。
ここに甚深の謝意を申しあげます。
（２０２０年６月２５日現在）
●２０１９年度長浜・五村両別院経常費御依頼額
同 収納額

６，０４４，６７５円
５，９１５，６５０円（９７．８％）

●２０１９年度長浜・五村別院建造物修復整備事業懇志金
予算額
同 収納額

９５０，０００円
１，２５７，０００円（１３２．３％）

○真宗本廟収骨の再開について
このたび、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が全面解除されたことを受け、
真宗本廟（東本願寺）では、７月１日より真宗本廟収骨のお取り扱いを再開いたしました。
再開にあたり、密閉・密集・密接を避けるため、当面の間、一度での受付を３０団体、ある
いは参拝者数２００名程度まで（先着順）に留めさせていただいておりますので、何卒ご了承
ください。
特に週末は大変に混雑することが予想され、
予定数に達した場
合は別の日程をお願いする場合がございます。
つきましては、
『参拝される皆さまへ』添付の事前届出ハガキ
をお早めに投函いただくよう、
何卒よろしくお願い申しあげます。
なお、新型コロナウイルス感染予防のため、参拝者の受け入れ
方法を変更する場合があります。その場合には、宗派ホームペー
ジ等で随時お知らせいたします。

○五村別院夏中のご案内
８月５日（水）から８日（土）まで五村別院夏中をお勤めします。今年の夏中は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して執り行い、暁天講座、午後の法座は中止とい
たします。
なお、参詣の際は、体調に充分ご留意いただき、マスクの着用をお願いいたします。何卒、
ご理解賜りますようお願い申しあげます。
2020 年

講 師

日 程

8/5(水)

興法 慶実 師（敦 賀 組 隆法寺）

午前 10 時～

8/6(木)

古松 了祐 師（第 23 組 頓念寺）

勤行、
「夏の御文」
、法話

8/7(金)

加田岡隆昭 師（第 23 組 圓長寺）

8/8(土)

髙堂 祐眞 師（第 12 組 光圓寺）

8 日「師徳奉讃法要」

○新型コロナウイルス感染症への対応について（教区教化委員会からのメッセージ）
去る６月２５日に教区教化委員会「総会」が開かれ、２０２０年度の教区教化
研修計画概要（案）の内容についての方向性が確認されましたのでお知らせしま
す。あわせて宗派の対応につきましては、ホームページ等で随時更新される情報
をご確認いただきますようお願いいたします。
教区・両別院御遠忌から新たなる一歩を踏み出す

- 真の朋友との値遇を求めて -

2020 年 4 月、新型コロナウイルス感染の脅威による緊急事態宣言発令後、報恩講をはじめ、
法事や葬儀など、当たり前としていた寺院活動ができなくなり、お寺や僧侶の本来的役割が問
われたことでありました。仏事の疎遠化が急速に進む社会情勢において、大きな危機感を抱か
ずにはおれません。私たち真宗門徒は、いつの時でも、ご本尊を中心とした生活を依り所とし
た営みの中で、共によろこび、共に悩む真の朋友との出あいを求め、生きる指針を仏法に聞い
てきました。コロナ危機といわれる今こそ、こうした伝統のもとで、お寺を聞法の場に回復す
るため、教化の基盤となるような具体的な手立てを考えてまいります。（以上抜粋）

○「若者教化立ち上げ応援プロジェクト」募集について
宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業として、
「若者教化立ち上げ応援
プロジェクト」を、下記のとおり開催いたします。詳細については、青少幼年センターまでお
問い合せください。
― 若者の集まりをはじめたい。あなたの思いを全力で応援します！ ―
「お寺に若者のお参りが少ないなぁ」、「同世代の若者と教えを聞いていきたいけれど、どうし
たらいいんだろう？」
仏教青年会や青年教化というけれど、“青年”という言葉って、固いイメージや男性のみの集ま
りのイメージがあったりします。しかし、青年という言葉を「若者」と置き換えてみたら、そのイメー
ジはどうでしょう？
新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動しづらい時期ではありますが、あなたと若者との
出あいの場を一緒に準備していきませんか？ あなたの思いを形に。全力で応援します！

１ 対 象
２ 募 集

寺院、組、有志の会（真宗大谷派僧侶・門徒によるもの）
25 会所（2020 年度）
※本プロジェクトは 2019 年度～2022 年度の 4 ヵ年度実施します。
３ 内 容
①必要に応じて、寺院活性化支援員が事前相談に伺い、状況に合わせた
プラン作りを行います。
（事前相談に係る寺院活性化支援員派遣費用は、
企画調整局にて負担します）
②事業の講師・スタッフ等の経費を補助します。
（1 会所 上限 55,000 円）
４ 応募方法 青少幼年センターへご連絡ください。
５ 応募先
青少幼年センター
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町 199 しんらん交流館内
TEL：075-354-3440 FAX：075-371-6171 ﾒｰﾙ:oyc@higashihonganji.or.jp

○雇用調整助成金について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小し、従業員（代表役員、役員、家
族従事者は含まれません。
）を休業させた場合には、雇用調整助成金の申請を行うことができ
ます。宗教法人についても従業員を雇用し、かつ雇用保険料を納付している事業者については
申請対象となりますので、対象となる寺院はご活用ください。
なお、詳細ついては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

出版コーナーから

新刊書紹介

「釈尊の呼びかけを聞く 阿弥陀経入門」
定価：本体 1,100 円（税別）
●『阿弥陀経』を書き下し文・意訳とともに読み解き、そこに込めら
れたお釈迦さまのおこころを尋ねる入門書。
●詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。

長浜教区・五村・長浜別院 2020 年 7 月行事予定
期 日
7/3(金)
4(土)
6(月)

時 刻

行

事

内

容

会 場

16:00 教区坊守会 会計監査

大谷会館別館

10:00 教区坊守会 会議

大谷会館講堂

13:00 帰敬式法座 Movie 班 会議

大谷会館別館

10:00 長浜別院 夏中（～9 日まで）

長浜別院

10:00 教区監査（別院・教区）

別院・教務所

7(火)

14:00 教化委員会 企画室①

大谷会館講堂

8(水)

10:00 相続講員物故者追弔会

長浜別院

9(木)

10:00 師徳奉讃法要

長浜別院

10(金)

10:00 教区推進員連絡協議会「総会」

大谷会館講堂

12(日)

13:00 帰敬式法座レク・タイムテーブル班 会議

大谷会館講堂

13:30 花あかり会議

大谷会館別館

14:00 参事会・常任委員会懇談会

大谷会館講堂

11:00 五村別院 永代経祥月法要

五村別院

13(月)
15(水)

9:30 教区門徒会懇談会
16(木)

18(土)
20(月)

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 教区会懇談会

大谷会館講堂

14:00 帰敬式法座スタッフ事前研修会⑨

大谷会館講堂

10:00 長浜・五村別院建造物修復整備委員会総会
13:00 参事会・常任委員会

長浜別院大広間
大谷会館講堂

21(火)

11:00 長浜別院 永代経祥月法要

長浜別院

22(水)

10:00 長浜・五村別院常議員会

大谷会館講堂

30(木)

10:00 長浜・五村別院院議会

大谷会館講堂

10:00 教区門徒会

大谷会館講堂

17:00 准堂衆会総会

大谷会館講堂

13:30 楽僧会追弔会・総会

大谷会館講堂

3(月)

10:00 教区会

大谷会館講堂

5(水)

10:00 五村別院 夏中（～8 日まで）

五村別院

8(土)

10:00 師徳奉讃法要

五村別院

31(金)
8/1(土)

※上記「行事予定」につきましても、新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合がご
ざいます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

