
２０２０年８月 

長 浜 教 区 管 内 月 報 
Mail nagahama@higashihonganji.or.jp  

Web http://www.daitsuji.or.jp/     

 

○２０２０年度教区会(通常会)・教区門徒会(通常会)が開催されました 

２０２０年７月３１日（金）開催の教区会門徒会（通常

会）及び２０２０年８月３日（月）開催の教区会（通常会）

にて、提出された議案については、原案どおり可決・承認

されたので報告いたします。 

なお、所長挨拶及び、可決された規則変更並びに規則の

廃止については、同封の『２０２０年度長浜教区教務所長

各組巡回資料』に掲載しておりますのでご一読ください。 

 

○各組教務所長巡回資料について 

『２０２０年度長浜教区教務所長各組巡回資料』、『同朋新聞８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、当日は必

ずご持参くださいますようお願いいたします。 

 ※各組の巡回の期日は４頁をご参照ください。 

 

 

 

 
２０２０年５月１日から６月３０日までに、２０１９年度宗派経常費をご完納いただきまし

たご寺院を披露し、心より御礼申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。   

全  国 御依頼額  ４，１８８，３４０，０００円 （前年度比10億6466万円減） 

長浜教区 御依頼額     ５２，５２２，０００円 （前年度比1368万 5千円減） 

※御門徒一指数当り           ５，７００円 （前年度比1500円減） 
 

発行日／２０２０年８月４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。 

メニュー＞ダウンロード

（スマートフォン対応） 

２０１９年度宗派経常費完納の御礼 

第１２組 敬永寺 第２０組 玉泉寺
第１４組 願浄寺 第２１組 西光寺 專光寺
第１５組 大雲寺 第２３組 寳林寺 速満寺
第１６組 恭敬寺 德満寺 浄願寺 第２４組 殘景寺
第１７組 宗元寺 德藏寺 觀念寺 敦賀組 隆法寺 髙照寺

福順寺

２０２０年度宗派経常費について 



 

 

全  国 御依頼額  ２，９００，０００，０００円  

全  国 収 納 額  １，１６６，１５６，６７９円 （４０．２％） 

長浜教区 御依頼額     ３６，０８４，０００円  

長浜教区 収 納 額     １８，４６５，６６５円 （５１．１％） 〔６月３０日現在〕 

 

 

２０１９年７月１日から２０２０年６月３０日までに、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をご完納いただきましたご寺院を披露し、心より御礼申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「寺院の運営・教化等に関するアンケート」の御礼  

教区内全寺院を対象に行いました「寺院の運営・教化等に関するアンケート」記入にご協力

いただき有難うございました。皆様にご記入いただきましたアンケートを教区教化委員会「企

画室」で集計し、その結果に分析を加え、調査報告書として纏めましたのでご一読ください。 

なお、教区教化委員会では、この集計結果から見えてきた課題を共有し、寺院の活性化に繋

げていける事業を企画するため、調査結果を活用してまいります。 

 

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完納の御礼 

第１２組 第１９組
等倫寺 源海寺 正福寺 善仁寺 西雲寺 法信寺 專宗寺 了福寺
德法寺 浄信寺 正恩寺 法雲寺 覺法寺 西敎寺 浄國寺 西通寺
稱揚寺 善行寺 真廣寺 今江寺 第２０組
崇德寺 即徃寺 皆圓寺 光圓寺 理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺
聞法寺 本光寺 德善寺 善良寺 唯敎寺 西入寺 養本寺

第１３組 白櫻寺 淨信寺 明願寺 空念寺
智通寺 唯佛寺 善證寺 德願寺 覺圓寺
浄蓮寺 念願寺 浄休寺 真入寺 第２１組
長樂寺 真勝寺 光專寺 即法寺 林栖寺 來真寺 念慶寺 正法寺
光運寺 青蓮寺 聽信寺 講善寺 專通寺 本覺寺 泉龍寺 恩長寺
松音寺 大久寺 願正寺 成真寺 願敎寺 髙德寺

第１４組 第２２組
皆念寺 長願寺 極安寺 西蓮寺 光乘寺 本誓寺 雲外寺 專得寺
光覺寺 真宗寺 西源寺 來通寺 通覺寺

第１５組 正傳寺 廣福寺 浄明寺 正賢寺
長源寺 正等寺 圓法寺 宗樂寺 安立寺 空德寺 浄願寺
吟松寺 了源寺 心縁寺 雲西寺 第２３組
西福寺 善覺寺 勝福寺 一心寺 願超寺 法受寺 立法寺 頓念寺
覺應寺 了念寺 善福寺 稱善寺 浄法寺 西信寺

第１６組 應因寺 存法寺 空観寺 報土寺
圓教寺 圓乘寺 岩隆寺 蓮澤寺 元龍寺
恭敬寺 了願寺 源光寺 浄覺寺 第２４組
德満寺 善照寺 專福寺 了覺寺 隨願寺 教覺寺 覺念寺

第１７組 雙林寺 慶福寺 立圓寺 圓常寺
存光寺 金蓮寺 永勝寺 法通寺 報春寺 明正寺 景好寺
宿願寺 浄邦寺 德藏寺 念相寺 敦賀組
善力寺 觀行寺 行德寺 量泉寺 西德寺 西誓寺 永壽寺

第１８組 眞願寺 唯願寺 無量寺 髙照寺
傳正寺 景流寺 運行寺 成満寺 善行寺 了福寺 稱名寺 願立寺
養泉寺 満德寺 勝傳寺 蓮受寺 高雲寺 蓮敎寺 浄賢寺 西願寺
來生寺 珀清寺 皆圓寺

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（収納報告） 



○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～ 

勤行、「夏の御文」、法話 

 

8 日「師徳奉讃法要」 

8/6(木) 古松 了祐 師（第 23 組 頓念寺） 

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） 

 

○ 教務所事務休暇のお知らせ  

 

 

 

 

 

○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、６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。 

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、宗派のホームページ等で、随時お知らせいたします。 

 

 

 

２０２０年８月１１日（火）～８月１７日（月） 

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 

「探訪 真宗民俗－儀礼の伝承と現代社会」  

    定価：本体 1,600 円（税別） 
 

●全国各地の真宗門徒の特色ある信仰の姿や、葬儀、年中行事などの

儀礼を、柳田賞受賞の民俗学者・蒲池勢至氏が探訪する「真宗民俗

の世界」。日本人の、失われつつある古き良き暮らしの一端を垣間見

るとともに、現代につながる信仰のありかたを見つめる一冊です。 

●詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。 

出版コーナーから 新刊書紹介 



長浜教区・長浜・五村別院 2020 年 8 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

8/1(土) 13:30 楽僧会追弔会（総会） 大谷会館講堂 

3(月) 10:00 教区会（通常会） 大谷会館講堂 

4(火) 13:30 教化委員会 企画室② 大谷会館講堂 

5(水)  五村別院 夏中（～8日まで） 五村別院 

6(木) 

13:00 

15:00 

17:00 

組長・組門徒会長会 

教区改編委員会 

宗会報告会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

7(金) 9:30 花あかり役員会 大谷会館別館 

8(土) 

10:00 

10:00 

15:00 

師徳奉讃法要 

教区坊守会総会 

教務所長巡回（第15組） 

五村別院 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

11(火)  教務所 事務休暇（～17日まで）  

17(月) 11:00 教務所長巡回（第17組） 五村別院茶所 

18(火) 
9:45 

11:00 

教務所長巡回（第18組） 

長浜別院 永代経祥月法要 

五村別院 

長浜別院 

19(水) 
11:00 

19:00 

五村別院 永代経祥月法要 

教務所長巡回（第14組） 

五村別院 

福泉寺 

20(木) 15:00 教務所長巡回（第23組） 存法寺 

21(金) 15:00 教務所長巡回（第21組） 禮信寺 

22(土) 9:30 教務所長巡回（第22組） 空德寺 

23(日) 
14:00 

15:00 

帰敬式法座スタッフ事前研修会⑨ 

教務所長巡回（第13組） 

大谷会館講堂 

見瑞寺 

24(月) 14:00 講座研修部門会議① 大谷会館講堂 

26(水) 9:30 花あかり役員会 大谷会館別館 

29(土) 
11:00 

13:30 

教務所長巡回（第16組） 

教務所長巡回（第20組） 

大谷会館講堂 

專明寺 

30(日) 
13:00 

18:00 

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 

※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。 


